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　私の考える奉仕とは、どこでも何時でもできるものだ
と思う。
　例えば町内会、ＰＴＡ，趣味の会、何でも結構、知恵あ
る人は知恵を、体力ある人は身体を使い、何でも一生懸
命にやることです。つまり職業を通して社会に奉仕とは
べつにロータリアンでなくても誰でもやってることです。
他人のために汗をかくと言う行為を躊躇なくやれるか
どうか？ということです。人は皆見てます、何処に居て
も人気のある人は魅力が有ります。
　私も早くそうなりたい、と思って止みません。
 

幹事報告 幹事　黒田　一君

①本日は、クラブ協議会です。各委員長さんは発表を
　２分位でお願い致します。
②長田敏彦様の入会式を行います。長田さんの委員会
　は親睦活動委員会です。
③次週は稲葉ガバナー補佐が第１回目の当クラブ訪問
　です。矢岸年度の決算報告です。
④本日ゲストの椙山豊さんの入会式は７月19日です。

〈承認事項〉
①2010～2011年度、事業計画、プログラム、予算、委員会
　構成�  
②８月５日の親睦家族例会の会費　会員は無償�  
　会員以外の大人　￥5000－　子供　￥2500－�  
③名誉会員の承認　　
　白井　富美雄さん　仲田　伊左夫さん�  

理事会

“こんにちは、ようこそ”

椙山　豊さん
（関本（文）・前田（房）・佐野君のゲスト）

ゲスト

入会おめでとう

生年月日　　昭和30年９月24日
代表事業所　静岡中央銀行本店営業部
役職　　　　常務取締役
家族構成　　妻　子供二人
趣味　　　　スポーツ全般

長田　敏彦　君



◆窪田君、今期、1回目と2回目の例会を欠席してすいま
せんでした。岐阜と秋田への買い付けでした。岐阜で
はメーキャップできてよかったです。栗原さんには迷
惑をかけすいませんでした。

◆遠藤(武）君、同好会遠征では大変お世話になりました。
いつも足手まといですみません。今後ともよろしくお
願いします。

◆関本(文）君、同好会遠征に参加された皆様、お疲れ様
でした。楽しい想い出に残る旅行をさせて頂きありが
とうございました。

◆ゴルフ同好会、矢野年度最後の取りきり戦を、7月16日
（土）に岡山県の岡山カントリークラブ桃の里コース
にて行いました。優勝伊丹さん・準優勝佐野さん・3位
矢岸さんでした。

◆ゴルフ同好会、矢岸
　年度第1回目を山口
　県の厚狭ゴルフクラ
　ブにて行いました。
　優勝は１アンダーで
　回った黒田さん・準
　優勝前田さん・3位小林さんでした。次回は9月11日（日）
芦ノ湖カントリークラブにて行います。

（週報担当：佐々木雅浩）

ＳＡＡ委員会 委員長　瀬川幸信君

〈基本方針〉
　例会の会場監督であるという目的を認識して、緊張
感のある例会運営に努める。
〈活動計画〉
１．節度と品格のある例会運営に努める
２．テーブル配置は年4回（７、１０、１、４月）
３．理事会、幹事、委員会などと連携してスムーズな
　　運営に努める

クラブ管理運営委員会 委員長　花房孝光君

〈基本方針〉
○出席率向上を目標にロータリーの基本に則り『出席』
　を呼び掛ける。
○和やかな例会になるよう年間プログラムを作成する。
○卓話者の順番は、なるべく平等になるよう割り当てる。
○IT推進化のため、Facebook、ブログ等の利用状況を
　調査する。

〈活動計画〉
１．年間出席率100％の会員に記念品を贈呈する。
２．出席率の低い会員には、スポンサーより出席を促
　　してもらう。
３．卓話の内容は仕事、経験談、趣味等の話とする。
　　なお、外部卓話者を認めるが委員会の事前承認を
　　必要とする。
４．卓話日程変更は1ヶ月前までに委員会へ報告する。
５．連絡事項等はHPやメールを利用する。

クラブ協議会

会員増強維持委員会 委員長　千葉慎二君

〈基本方針〉
クラブの活性化、発展のため会員の増強・維持に努め
る。なお、増強・維持には会員全員の能動的・積極的
な活動が不可欠であり、会員皆様の絶大なるご協力を
お願い致します。
〈活動計画〉
１．推薦者と協力して会員増強に努める。
　　なお、昨年度までの増強活動を引き継ぎ、未決定
　　者の勧誘を継続する
２．スポンサーや役員と協力して退会防止に努める
３．理事会より申し送られた候補者の選考審査・職業
　　分類審査をする
※地区増強セミナー後に委員会を開催予定。

クラブ広報委員会 委員長　佐々木雅浩君

〈基本方針〉
○他の委員会と連携しロータリー活動を地域社会の方々
　に知っていただくための効果的広報活動を行ってい
　きます。
○会員みなさまにロータリーへの理解を深めてもらう
　ために「ロータリーの友」を出来る限り時間を作っ
　てお読みくださるようお願いします。
○会報（週報）を発刊し会員みなさまの情報の共有化
　を計っていきます。
〈活動計画〉
○会報（週報）の発刊（1938回～1984回）
○記者との懇談会
○ロータリーの友へ掲載する記事を依頼

親睦活動委員会 委員長　古川喜仁君

基本方針
それぞれの会員及び会員家族の親睦の充実と、円滑な
活動と思い出に残る親睦例会を企画、実施する。

活動計画
・８月、会員家族参加のお楽しみ例会を企画実施する。
・12月、会員と会員家族で楽しむ恒例のクリスマス例
　会を実施する。
・１月、近隣4クラブ合同の新年会に参加する。
・４月、お楽しみ家族例会を開催する。
・６月末、思い出に残るサヨナラ例会を実施する。
・テーブル会を年４回実施し、会員の親睦を充実させる。
・夜間例会は毎月原則第２週を親睦例会日とする。

○ITを利用した広報活動
○マスコミへの情報提供

三島西ロータリークラブの伝統と、渡邉年度のテーマ「語
るロータリー」を踏まえ、ベテラン委員の皆様に支え
られながら、広報活動を務めさせていただきます。



姉妹クラブ委員会 委員長　平野晴生君

当初の計画通り、すべて無事実施する事ができました。
皆様方にはご協力をいただきまして誠にありがとうご
ざいました。
〈実施した事業〉
08/12/12　中学生派遣の打ち合わせを兼ねて、苗栗東
南ＲＣの創立10周年式典に、会員10名・奥様１名の11
名で出席して、友好再締結の調印もして友好を深めま
した。
09/ 3/22　苗栗ＲＣ創立38周年式典に、会員10名・奥
様２名と事務局、13名と派遣中学生８名で出席して、
友好を深めました。
09/ 3/22～ 3/28　苗栗ＲＣとの中学生交換研修事業
で、三島市・清水町より８名の中学生（会員子弟２名
を含む）を派遣して研修を実施しました。詳しくは配
布済みの報告書の通りです。

（前期）１２月２５日
親睦委員会のメイン行事であるクリスマス家族例会は
例年のプログラムに加え、ソプラノ歌手と子供たちと
のコラボレーションで会場が和んだ楽しいパーティー
を催すことができました。
（後期）５月１７日
あいにくの雨の中の家族例会でした。航空ショーは残

親睦活動委員会 委員長　渡邉雅晃君

念ながら見ることが出来ませんでしたが、富士山静岡
空港の滑走路内を見学でき、貴重な体験をしました。
又、焼津さかなセンターでの買い物、と盛りだくさん
のメニューを盛り込んだお陰で、３８名の参加者を募
ることができました。
予算も順調に消化しており、増減なしの経常通りです
みました。委員、会員の皆様に感謝し、報告とします。

年間報告 会長　亥角裕巳君

皆様、一年間どうもありがとうございました。
クラブテーマに「和気藹々」を掲げスタートした本年
度はＣＬＰの初年度でもあり、皆様には大変なご協力
を頂きましたことに心より感謝申し上げます。
長期計画として、人・教育・環境・地域・情報をテー
マとし、具体的活動として、８月のイトーヨーカドー
前での献血事業、１０月の見晴学園奉仕事業、３月の
台湾苗栗への交換中学生派遣、４月には念願のホーム
ページ開設、そして５月には富士山の緑化事業と当初
予想していた以上の成果を上げることができました。
一つ一つの事業に委員長はじめ会員の皆様が一致協力
し、そのパワフルな活動には周囲からも驚きの目をも
って見られました。改めて三島西ＲＣの底力を実感し
た年度でした。
また、今年度は過去の活動、三島西ＲＣの特色が「ロ
ータリーの友」に大きく掲載され、全国のロータリア
ンに紹介されました。
　テーブル会も年４回行い、席替え等ＳＡＡに負担を
かけましたが、楽しく親睦が図れたと思います。
次年度も長期計画に基づき、事業が継続されることと
思いますが、ぜひ引き続きのご協力をお願いします。
一年間ありがとうございました。

ロータリー情報委員会 委員長　亥角裕巳君

基本方針
１．ロータリー情報を適時に提供し、知識の向上を図
　　りロータリアンとしての自覚を深める。
２．新会員がロータリークラブに早く親しむようカウ
　　ンセリングを行う。
３．定款・細則の変更があった場合、理事会へ資料提
　　出し承認を得て会員に報告する。
活動計画
１．新会員が入会したとき、スポンサーとともに勉強
　　会を開催する。
２．地区大会・地区協議会に参加し、情報の収集に努
　　める。
３．地区の資料を収集し広報する。� 

社会奉仕委員会 委員長　鈴木正二君

①赤十字献血運動への協力
　平成24年８月25日（土）日清プラザ
　10時～12時、13時15分～16時　　集合：９時30分
　献血の呼び込みを行う。
②見晴フェスティバルへの参加
　平成24年10月７日（日）
　今年度は今までより風通しの良いオープンなものと
　する方針で進めるとのこと。
③苗栗の苑（箱根の里）の整備
　樹木に関しては、現在箱根の里で整備している。
　苗栗の苑の碑の隣の栗の木２本が立ち枯れしていて
　伐採する（箱根の里手配）
　碑の横の空間が空きすぎるのでどうするか検討課題
　とする。
④富士山緑化運動との連絡・状況確認
　今後関係先と連絡を取る。

職業奉仕委員会 委員長　前田房江君

　ロータリーの奉仕は、思いやりの心を持って他人の
ために尽くすこと。最もよく奉仕するものは最も報わ
れる。というロータリーの哲学の実践にあるといわれ
ています。四大奉仕の一つ職業奉仕こそロータリーの
ロータリーたるゆえんであるといわれる。
　目的は事業及び専門職の道徳的水準を高め、あらゆ
る有用な職業の価値を認識すること。自己の職業的技
能を社会のニーズに役立てる事だと思います。まず、
クラブとして会員の職業奉仕の倫理的基準つまり、利
害を求めず無私の労働を行う事に理解を深める事だと
思います。そこで、職業分類の談話や会員の事業所見
学、グループ討議などを行って、自らの職業において
人として行うべき道の基準を推進していく事だと思い
ます。職業奉仕委員会でも委員会を開催し、職業奉仕
理念について勉強していきたいと思っております。皆
さんもテーブル会などいろいろな機会に話し合ってい
ただきたいと思います。

国際奉仕委員会 委員長　矢岸克行君

〈基本方針〉
　2004年度に国際奉仕委員会と姉妹クラブ委員会が統
合され8年を経過、その間に我々と苗栗ＲＣ、苗栗東南
ＲＣ、さらに国内では酒田東ＲＣと活発な交流を続け、
現在に至っております。今年度も中学生の交換事業等、
相互の理解を深める。

〈活動計画〉
１．�苗栗ＲＣ及び苗栗東南ＲＣとの交流促進。
２．�交換研修中学生の派遣。
３．�酒田東ＲＣ(友好クラブ)との更なる交流。
４．�三島市国際交流協会への協力。



語るロータリー

◆矢岸・森崎君、先週は前年度会長・幹事共に休みまして
すみません。決して示し合わせた訳ではありません。
前年度一年間たいへんお世話になりました。渡邉年度、
頑張ってください。

◆藤江君、議員２年目で役が付きました。総務副委員長
と議会運営委員に選出されました。今後ともよろしく
お願いします。

◆千葉君、１週間で２度も日経新聞に記事が掲載されま
した。特に２度目はしっかり新聞を見ていながら、自
分の写真にも気づきませんでした。存在感のない顔っ
てことですね、シュン！

◆佐々木君、広小路治療院をやっている長男が主催して
講演会を行います。チラシをポケットに入れさせてい
ただきました。ご都合の良い方は、ご予約の上お聞き
くださいませ。

◆遠藤（正）君、遠藤武子さん、本日はありがとうござい
ました。

（週報担当：佐々木雅浩）

室伏君、三田君
栗田君

おめでとう

会員誕生日
入会記念日

ロータリー財団米山委員会 委員長　柴崎恵子君

ロータリー財団委員会
＜基本方針＞
　国際ロータリーのテーマ「奉仕を通じて平和を、
Peace through Service」を目標とする。ロータリー財
団は、ロータリアンと支援者による自発的な寄付だけ
で支えられている。その為、会員各位にロータリー財
団へのご理解とご協力ご支援をお願いする。
＜活動目標＞
ロータリー財団寄付目標を達成するべく会員各位にご
協力ご支援をお願いする。
①年次寄付：地区目標　ＵＳ＄100 ／人・年を目指す。
②ベネファクター（恒久基金寄付）地区目標１名以上
　を目指す。

米山委員会
＜基本方針＞
米山梅吉翁の｢奉仕の精神｣を継承し、併せて米山奨学
事業への理解促進につとめる。
＜活動目標＞
①米山記念奨学事業への理解と寄付促進　
　￥12,000／人・年
②10月の米山月間には、会員各位に「米山梅吉記念館
　及び関係事業」の理解を深めていただくためにクラ
　ブ例会を米山記念館に変更する。
③米山梅吉記念館への賛助金のお願い。
④米山梅吉記念館運営への参画。

委員会報告

前年度の出席率100％の方をご報告いたします。
ホームクラブ出席率100％
　西本和夫君　　森崎祐治君　　矢岸克行君　
　矢野敏夫君　
出席率100％（メークアップ含む）
　遠藤正幸君　　小野金彌君　　栗田正司君
　佐々木雅浩君　佐野宏三君　　澤村康子君
　柴崎恵子君　　鈴木郁夫君　　諏訪部照久君
　瀬川幸信君　　千葉慎二君　　橋本裕子君
　原　久一君　　平出利之君　　平野晴生君
　柳田英雄君　　

前年度クラブ管理運営委員会
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