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欠席者　石井(彰）君、石川君、小野君、勝間田君、栗原君、
　　　　佐野君、登崎君、長田君、平出君、森崎君、矢岸君

出席報告
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三田明宏君

｢それでこそロータリー」
指揮　前田博利君

出席総数

前々回 35/48 72.92% 44/48 91.67%
40/51 78.43% 54名会員総数今 回
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広重版画より　三島　朝霧

第1957回例会 2012.11.22晴

〈協議事項〉
①楽寿園の時計について
　時計が調整中で又基礎部分が錆びついている為、撤去
　を楽寿園へお願いをする。
②10月７日(日)　見晴フェスティバルについて
　６日の準備等は見晴学園にて行う事となりました。
③10月18日(木)　米山月間について
　例会場を米山記念館にて行います。
④10月25日(木)　職場見学　職業奉仕委員会
　職場見学は会員の窪田君の会社で木材に関する勉強
　会となります。
⑤９月の予定
　９月20日　卓話　小野正博君
　９月27日　卓話　三田明宏君　　　　　　　　　　

理事会

“こんにちは、ようこそ”

紀平幸一君（伊豆中央ＲＣ）

会長挨拶 副会長　野田和秀君

国歌斉唱 四つのテスト

ビジター

① 12月６日は、理事会、年次総会、卓話を渡辺芳久
　君にお願いたします。
②12月 13日は夜間親睦例会です。
③12月 20日はクラブ協議会上半期各委員会報告です
　ので、委員長さんは、報告をお願い致します。
④12月 22日 (土 )は忘年家族例会です。大勢の参加
　をお願い致します。
⑤平成 25年１月８日は４クラブ合同新年会です。ホ
　ストクラブは伊豆中央ＲＣで会場は旧名(伊豆洋ラ
　ンパーク)です。

幹事報告 幹事　黒田　一君

 11月18日の地区大会には、会長、幹事の他17名の会員
の方々に参加をして頂きました。会長にかわりまして
御礼を申し上げます。前日の雨天とはうって変わり、
素晴らしい秋晴れの中、千玄室ＲＩ会長代理のアドレ
ス、記念講演を聴けて幸いでした。地区大会の報告は
後日渡辺会長からして頂くこととして、今日は、去る
10月13日に静岡グランシップで行われた地区職業奉仕
セミナーに亥角、田熊両会員と出席した際の報告を兼
ね、高野ガバナーの今年度のロータリー活動への熱い
想いをお伝えしたいと思います。前半は、日本理化学
工業㈱の大山泰弘会長の「皆働社会への提言」～知的
障害者に導かれた企業から～という講演でした。この
会社は社員74名中55名が知的障害者で、坂本光司教授
の著書「日本で一番大切にしたい会社」に取り上げら
れている会社ですね。職業奉仕を云々するより「この
会社を見よ！」と云われている、そんな気がしました。
後半は松宮剛ＲＩ理事の職業奉仕についての基本的な
理解を促すような講演でした。私の目に留まったのは、
The ideal of service　を奉仕の理想＝奉仕という理
想に読み替えをされている箇所です。これまでこうい
う理解をしなかったので、この前の地区大会の懇親会
の席で渡辺脩助パストガバナーの隣で歓談されていま
した松宮理事に失礼ながら、この読み替えは松宮理事
の発案ですかと訊ねましたら、そうだとおっしゃった
ので、初めて目にするのも頷けた次第です。入会間も
ない頃、入会してバッジをつけたからロータリアンで
はないのだと教えられても、腑に落ちない気持ちでし
たが、奉仕という理想を追求し続けるロータリーが永

佐々木君
関本（文）君、黒田君

おめでとう

会員誕生日
結婚記念日

遠なように、ロータリアンのあるべき姿もまた道遠し
と思えたひと時でした。とにかく今年度の高野ガバナ
ーの強烈な思い入れを実感できたセミナーでした。



語るロータリー

◆柳田君、本日、早退させていただきます。

（週報担当：佐々木雅浩）

藤江君
窪田君
伊丹君、関本（照）君

おめでとう

入会記念日
奥様誕生日
結婚記念日

卓　話

見晴フェスティバル参加報告
○日　時�平成24年10月７日（日）予定10：20～14：30
　点　鐘　10時�出席者�25名
　　　　　　　（引き続きフェスティバル参加者  20名）
  小雨のため予定より開始50分、終了40分遅れ�     
 社会奉仕委員現地準備品持参９時、会員９時30分富士見
　平食堂駐車場集合乗り合わせで移動。今回は横持ち担
　当を決めず、乗り合わせかマイクロバスで横移動を依頼、
　皆早めに順調に集合した。�       
○報　告�       
　・会長は開会式と、閉会式の絵画コンクール表彰で賞
　　品授与をするため壇上に上がる。�       
　・朝の天候が不順であったため開式も遅れたが、参加
　　者も例年よりも少なめの感があった。
　・会員が協力し合って和気あいあいと運営できた。若
　　手の方々が元気はつらつでムードメーカーであった。

卓　話委員会報告

社会奉仕委員会　 委員長　鈴木正二君

〈協議事項〉
①親睦活動委員会　12月22日(土)　忘年家族例会につ
　いて会員の参加費について、
　3,000円に決定し、アトラクション等外は委員会に一
　任とした。
　　　　　　　　

卓　話

卓　話

バングラデシュの社会的背景とその実体
前田博利君

自己紹介

　1966年２月18日、前田家の３人目の子供として生ま
れました。私は長男であり、一人っ子ですが、実は私の
上２人の前田家の子供は、現在この世にはおりません。
一番上の子供は流産でした。母のお腹にいた時、我が
家に泥棒が入り、それを追っかけた母が階段から落ち
て流産してしまったと聞いております。生前の父を知
っている皆さんであれば、父の落胆ぶりは想像がつく
と思います。二番目の子供は男の子、私の兄でした。難
産の末生まれたのですが、すぐに亡くなってしまいま
した。実はその時母はその子の顔を見てなく、父だけ
が見たそうです。その一年後私が生まれました。そん
な大変な思いをしてやっと生まれた、前田家の一人息
子。何かあっては困ると両親に大事にされ、甘やかさ
れて、わがまま一杯に育ってしまった現在の私があります。
　小さい頃は、いつも母の後ろに隠れていた人見知り
の子供でしたが、小学校５年生から少年野球チームに
入団し、大好きな野球にのめり込んでおりました。６
年生の時には静岡県大会で優勝をした強豪チームで
したが、私自身は最後の最後まで代打専門でした。そ
んな事があって中学校では、野球はさっさとあきらめ、
バレーボール部に入り３年間頑張りました。ただこの
当時は余りにも背が低く（前から２番）一応スタメン
で頑張ったりもしましたが、あまりパッとしなかった
様に記憶しております。そんな訳で、地元の日本大学
三島高等学校に入学した時には、スポーツ系の部活は
きっぱりと諦め、ブラスバンド部に入り、「テナーサッ
クス」を３年間吹きました。このブラスバンドの３年
間は本当に一生懸命頑張りました。大学は、日本大学
商学部商業学科で、大学での４年間の生活は、皆様に
は聞くに耐えられない内容となる事必至でございま
すので本日は割愛させて頂きます。
　社会人としてのスターﾄは、箱根にあります、「オー
ベルジュ・オー・ミラドー」という有名なフランス料理
店でした。朝は７時から、夜は12時位まで殆ど一日中
立ち仕事。おまけに先輩は殆ど年下。間違えたり失敗
したら、蹴られるのが当たり前。と、今では考えられな
い職場環境でありました。当時初めてもらった給料は、
手取りで６万９千円…。時給に換算すると200円に届
かなかったと記憶しております。
　まだまだ辛かった話は山ほどありますが、今の会社
に帰って来るまで頑張れたのは、たった２点だけ。１
つは経営者でもありシェフであった、「オー・ミラドー」
の「勝又シェフ」の人柄。もう一つは、自分も三島に帰
ったら経営者だ。という意地だった様な気がします。
そんなこんなで、私も亡くなった父の会社で３年目の
社長をさせて頂き、３人の息子の父親として現在があ
ります。

◆千葉君、先日、中学生の職場体験を受け入れました。中
学生にも窪田さんの木材倉庫を見学させて戴き、お世
話になりありがとうございました。
◆Ｃテーブル、テーブル会楽しく過ごさせて頂きました。
ありがとうございました。皆さんの気持ちです。
◆Ｅテーブル、テーブル会を行いました。楽しいひと時
でした。残金をスマイルします。
◆Ｄテーブル、11/20、Ｄテーブル会を松韻で行いました。
7名で楽しく過ごしてきました。伊丹さん、遅くまであ
りがとうございました。少しですが、残金をスマイル
します。

◆遠藤(正）君、ここのところホームクラブ出席が少なく
てすみません。今日も早退になってしまいました。来
週も欠席かと思ったら、休会で助かりました。

◆千葉君、ごめんなさい。早退します。

※委員会報告は次号に掲載します。

地区大会報告
平成24年11月17日(土)～18(日)、山梨県甲府市に於い
てＲＩ第2620地区2012年度～13年度地区大会が開催さ
れました。会長・幹事は17日より甲府入り、18日は各
委員長、新会員17名が甲府入りしました。高野孫左ヱ
門ガバナー(甲府ＲＣ)のあいさつに始まり、2011～12
年度表彰の部では米山梅吉記念館寄付金表彰を当三島
西ＲＣ渡邉会長が12クラブを代表して受賞致しました。
米山功労者は柴崎恵子、関本文彦、前田房江、室伏勝宏、
栗原達治の皆様が受賞されました、又、長寿会員表彰
(90歳以上)では、小野金彌会員が受賞され大変嬉しく
思いました。記念講演は、ＲＩ会長代理の茶道裏千家
千玄室氏の貴重な講演に出席者全員が熱心に拝聴をし
てまいりました。第２部終了後大懇親会に移り、参加
者1494名の
発声で乾杯
に入り、山
梨の食材に
堪能して美
味しいお酒
(ワイン)等
で有意義な
ひと時を過
ごせました。

夕
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