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〈協議事項〉
①年次総会について協議いたしまた。議長に渡邉会長、
　選考委員長の矢岸さんより、次々年度会長、次年度理
　事を発表して頂く。
②12月20日クラブ協議会根上半期委員会報告の確認。
③１月８日(火)４クラブ合同新年会、参加者負担金につ
　いて協議、自己負担を5,000円とする。
④諏訪部敏之君出席免除の申請に関わる件、承認と認め
　る。　
⑤渡邉会長より、当クラブの例会場(みしまプラザホテル)
様より、来年の６月末をもって他に例会場の変更して頂
きたい旨の書面が来ている説明があり、理事会では、次
年度会長の野田さんに例会場変更特別委員長になって
頂き委員を選考して頂く事を、黒田幹事が幹事報告で、
会員に説明をし、了解を得る事とした。

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 18日に三島大社で来年２月 11日に行われる
　静岡県東部建国記念の日役員打合せに参加して参り
　ました。三島西ＲＣには、当日出席者 10名位の参
　加をお願いされておりますので、是非都合を付けて
　多数の参加をお願い致します。
②ＩＭが三島ＲＣのホストで２月 16日 (土 )ブケ東
　海三島にて、実施されます。受付は３時 30分～４
　時まで、開会点鐘４時 10分です。全員登録となっ
　ていますので、出席をお願い致します。
　(懇親会あり)　
③本日は、クラブ協議会です。各委員長さんには、発
　表を宜しくお願い致します。

幹事報告 幹事　黒田　一君

　今日はクラブ協議会の日です。各委員会の中間報告
よろしくお願いいたします。いよいよ次年度の準備が
始まります。次年度の各委員長も準備の程よろしくお
願いします。
　今週は選挙一色のニュースでした。自民党圧勝の劇
的な政変もさることながら、隣国、韓国で女性大統領
の誕生、それと対照的に田中眞紀子さんの落選のニュ
ースです。何か韓国に一歩先を越されたような気がふ
としました。最近のニュースを通して感じるのは、ロ
ータリーの「奉仕の理想」という表現を借りるなら、
民主主義の理想というか、民主主義は未だ理想の域に
あるという想いが致します。この前の大学新設の問題
や、郵政公社の社長交代劇のニュースを見るにつけ、
呆れ返ることが多すぎます。因みにウェブサイトで検
索したところ、民主主義を「国民搾取主体を、国民が
制御する仕組み」と定義してあり、国民搾取主体とは
公務員、軍、共産党とあります。ほとんどの国はこの
三つの主体のいずれかによって統治されているという
ことです。
　余談はこれぐらいにして、来る2013年が、政権交代
で良き方向に向かい、我々にとって良き年となること
を祈願して、私の今年最後の務めを終らせて頂きます。

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。

　先週の理事・役員会議で私が例会場の選定を委員会
を構成して決めるよう委任を受けましたので、次のメ
ンバーの方にお願いし了承を得ましたので発表いたし
ます。
渡辺会長、黒田幹事、瀬川ＳＡＡ、矢岸直前会長、栗
田パスト会長、関本(文）パスト会長、平野パスト会長、
平出次年度幹事、野田次年度会長。

卓　話委員会報告

例会場選考委員会　 委員長　野田和秀君



◆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 　瀬川幸信君

本年度の活動計画は、「節度と品格のある例会運営に
努める」を目指して来ましたが、会員各位のご協力で、
上半期の例会運営は順調に進行する事ができました。
下半期も、理事会、幹事、各委員会等と連携して活動
致しますので宜しくお願いします。

クラブ管理運営委員会 委員長　花房孝光君

プログラムにつきましてはほぼ順調に推移しておりま
すことをまずお礼申し上げます。特に上半期は比較的
入会の新しい方に卓話をお願いしており、皆さん個性
を出していただいて、毎回興味深く聞かせていただき
ました。
出席率は下記の通りになっております。下半期も出席
及びメーキャップよろしくお願いいたします。
７月　91.86％　　　
８月　89.87％
９月　88.84％　　　
10月　85.82％
11月　90.58％　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　
平均　89.39％

クラブ協議会

会員増強維持委員会 委員長　千葉慎二君

副委員長に遠藤(眞)さん、委員に橋本さん、平野さん、
米山さんと計５名で活動中。
・平野さんの尽力で『会員の推薦および選考手続図』
を改定
・前年度委員会の勧誘候補者の引継ぎ
・８月の増強月間の卓話で会員から候補者のリストア
ップ
これまでに皆様のご尽力で１名の加入と１名の異動に
よる交替
今後は候補者リストの中で職業分類の重ならない方を
中心に活動の予定
なお、理事会からの指示により、下期には職業分類表
の整理改訂に取り組む予定

クラブ広報委員会 委員長　佐々木雅浩君

クラブ広報委員会は委員皆様のご協力のもと、基本方
針に沿って順調に活動しております。
７月には静岡新聞社、伊豆日日新聞社に依頼して、渡
邉年度の新役員紹介の記事を掲載していただきました。
10月には静岡新聞社に依頼して、社会奉仕委員会の「み
はらしフェスティバル2012」活動奉仕を、カラー写真
入りで掲載していただきました。
週報は、皆様のご協力のもと、計画どおり発行してお
ります。
下半期も、基本方針と活動計画に沿って活動して参り
ます。

親睦活動委員会 委員長　古川喜仁君

今年度の親睦活動委員会の委員は、委員長に古川、副
委員長に平出さん、委員に室伏さん、遠藤武子さん、
登崎さん、藤江さん、諏訪部敏之さん、石井良衛さん、
長田(ﾅｶﾞﾀ)さんの9名で運営しております。
今年度は「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」を基本方針として進めております。
活動報告
・8月8日に恒例の熱海海上花火大会を企画したところ
47名の会員及び会員家族のご参加を頂き、ホテルの屋
上において優雅でダイナミックな花火を見る事が出来
ました。参加者全員、感動してまいりました。残念な
ことに、帰り道が混んでいた為に、到着予定時間が大
幅に遅れてしまいました。
・クリスマス忘年家族例会を12月22日に実施致します。
今年は90名以上の会員及び会員家族の参加申込を頂い
ております。楽しいクリスマス忘年家族例会にしたい
と思っております。
次に、下半期の活動予定は、1月8日に近隣4クラブ合同
新年会が伊豆の国市にある、みんなのハワイアンズで
開催されます。予算の都合もありますが、4月頃に思い
出に残る様な「お楽しみ家族例会」を開催する予定で
おります。最後に恒例の「さよなら例会」を6月27日に
開催致します。



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

10月13日　ロータリー地区職業奉仕セミナー参加
　　　　　（グランシップ）
11月18日　地区大会参加
１月17日　ロータリー理解推進月間
　　　　　クラブフォーラム卓話予定
５月　　　新会員勉強会予定

社会奉仕委員会 委員長　鈴木正二君

○７月19日�第１回委員会� 
赤十字献血運動への協力について�  
○８月23日�第２回委員会� 
赤十字献血運動への協力について（最終確認）�  
○８月25日�赤十字献血運動への協力�  
日清プラザ（イトーヨーカドー　北口広場）� 
会員参加者18名、他に日大三島高校山岳部女生徒５名� 
献血受付数、 75名� 献血できた数、55名�　 　　　
献血量、20,200cc
今年のお礼グッズに、見晴学園のﾄｲﾚｯﾄﾍ゚ ﾊー゚ ｰ（ﾀ゙ ﾌ゙ ﾙ12ﾛー ﾙ）
を採用，好評�   
○９月６日�第３回委員会� 
みはらしフェスティバル2012 への協力について�
○10月７日�みはらしフェスティバル2012�    
例会出席者28名�フェスティバル出席者26名
600人分の豚汁・焼き鳥・ジュースを提供することの
協力であるが、天候不順で参加者が少なかったことも
ありやや残った�   
豚汁を準備の関係から夫人を含めた会員の手造りから
レトルト食材に変更�   
         
社会奉仕委員会の例年の２つの大きな行事は、会員の
絶大なる協力で盛り上がって終了できた。�      
本年度は予算が大幅に増えているので、委員会を開き
下期の活動を検討する。

職業奉仕委員会 委員長　前田房江君

本年度上半期の活動報告をいたします。
８月30日　職業奉仕委員会を開く
10月13日　地区職業奉仕セミナー
野田副会長と亥角情報委員長、職業奉仕委員の田熊会
員の３名で出席していただきました。
10月25日　谷田木材　木の創庫見学
窪田様より１２年かけて在庫を増やしていったお話や、
木工職人の多くいる職人村を作りたい事など夢をうか
がいました。銘木の説明もしていただき木材の価値を
見直すきっかけになったのではと思います。
下半期は職業奉仕という考え方を理解し職業分類の談
話や人として行うべき道の基準を推進していく事など
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

　主たる事業である交換中学生派遣事業につきまして、
ここまでに派遣日程を決め、三島市及び清水町の各教
育委員会を通じて派遣中学生の推薦を依頼しました。
その結果、派遣は来年３月20日から26日までの７日間
の日程とし、三島市から４名、清水町から２名の計６
名の中学生の推薦を受けました。12月22日に、第１回
目のオリエンテーションを開催の予定です。今後苗栗
ＲＣと細部の日程をつめ有意義な派遣事業になるよう
準備し、実行していきたいと思います。会員の皆様の
ご協力をよろしくお願いいたします。



語るロータリー

（週報担当：石川直樹）

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
○ベネファクター(恒久基金寄付）
　平成24年７月１日現在　18名
○年次寄付　
　前期　22名（2300＄）
○新ポール・ハリス・フェロー　3名

米山委員会
○米山記念館への賛助金
　先般の理事会で承認され、今年も寄付をすることに
　なりました。
○米山奨学事業への寄付
　前期　27名（31万円）
○新米山功労者(第２回）　1名　
○新米山功労者　２名

米山奨学生シャー・アラム・モハッムド(バングラデシ
ュ)さんの卓話が10月18日行われました。
農工業の歴史的背景と実体というテーマで綿織物・刺
繍についてなど大変有意義なお話でした。
皆様のご寄付でこのような奨学生が多くいらっしゃい
ます。よろしくお願い申し上げます。

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

ベルリンで平和フォーラムが開催

11月30日から3日間、ドイツのベルリンでロータリ
ー世界平和フォーラムが開催されました。25年前に
開かれたロータリーのミュンヘン国際大会以来とな
る、ドイツでの大規模なイベントに、ロータリアン
や地域のリーダーのほか、インターアクター、青少
年交換学生、RYLA参加者など、各国から1,800名の
参加者が集まりました。 

1月25～27日にはホノルル（米国ハワイ）、5月17～
18日には広島で世界平和フォーラムが開催されます。
ホノルルでは、ノーベル平和賞受賞者のアウンサン
スーチーさんによる基調講演が予定されています。 

ベルリンでの平和宣言 
「国境のない平和」をテーマとしたベルリンでの平
和フォーラムで、「人は誰でも、暴力や迫害、不平
等や不条理に苦しむことなく、平和に暮らす権利を
もっています」という一文で始まる平和宣言が発表
されました。 

ベルリン・ホノルル･広島という3つの平和フォーラ
ム開催地は、第二次世界大戦で大きな被害を受けた
都市であることから、田中作次RI会長によって選ば
れました。この3都市は、今では平和推進を象徴す
る都市となっています。

「私は、戦後直後の日本で育った最初の世代ですか
ら、平和と豊かな生活のありがたみを身にしみて感
じます」と田中会長。「平和に向けた活動は、生涯
の活動です。ロータリアンは、世界中の34,000のク
ラブを通じて、きれいな水を提供し、保健と教育を
改善し、最も苦しい環境に置かれた人々に希望をも
たらしながら平和構築に貢献しています」
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◆佐々木君、窪田さん大変お世話になりましてありがと
うございました。

◆ゴルフ同好会、12月16日(日)三島ゴルフクラブにてゴ
ルフコンペを行いました。優勝関本さん、準優勝伊丹
さん、３位亥角さんでした。次回は来年１月６日(日)
に沼津ゴルフクラブで行います。
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