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 皆様、こんにちは。ビジターの古口様、ようこそ当クラブへお
越しくださいまして、ありがとうございます。
　いよいよ今年度も、来週のさよなら例会を残すのみとなりま
した。おもしろくない会長挨拶ばかりで本当に恐縮していま
す。恐縮ついでに最近気づいたことについてあと一回話をさ
せてください。それは今年度のロン・バートンRI会長のテーマ
「Engage Rotary,Change Lives」の、「Change Lives」が
「豊かな人生を」と訳されているのがどうも気になっていまし
た。皆様の各テーブルにコピーを置いておきました「順理則裕
　従欲惟危」｛理に順（したが）えば則ち裕（ゆた）かなり。欲
に従えば惟（こ）れ危うし｝を改めてみて、どうもこの「則裕」が
下敷きとなっているのではとふと思ったわけです。勝手な解釈
ですが、これは私が、３０年ほど前に、そのころ住んでおりまし
た伏見の借家の隣に住んでおられた元教師の坂田先生(故
人)にお願いして書いて頂いた色紙のコピーです。「近思録」
（南宋の朱熹によって編纂されたもの）の中の言葉で、渋沢
栄一（日本資本主義の父といわれる）が「座右の銘」としてい
た言葉だそうです。その頃はただ８文字の意味をそんなに深
く考えていませんが、それでも何か惹かれるものがあったから
色紙に書いてもらったんだと思います。２０年近いロータリー
歴を振り返りながら、「Engage  Rotary」を「ロータリーの理
念に従えば」と解すれば、「則裕」にならって「豊かな人生」で
もおかしくはないですね。
 渋沢栄一は氏の著書「論語と算盤」にあるように、「論語」を
拠り所に倫理と利益の両立を掲げ経済を発展させたといわ

幹事報告 幹事　平出利之君

①本年度のIMの報告書が届いております。
②6月8日（日）せせらぎ三島25周年に会長・幹事が招待され、
出席してきました。

“こんにちは、ようこそ”

古口美知子君（三島ＲＣ）ビジター

れています。先日卓話をして頂きました堀内永人氏が江川
太郎左衛門が二宮尊徳の「報徳の教え」によって、「世直し
江川大明神」と慕われるような立派な代官になったといわれ
てました。ロータリーの職業奉仕のすすめの話には、二宮尊
徳がよくひきあいにだされていますが、渋沢栄一はないです
ね。どうしてでしょうか。宿題にとっておきます。何はともあれ、
ロータリーの発祥の前にロータリー的な考えが江戸時代の
儒学からの教えを基に既に日本にはあったということです
が、組織のゆるぎない理念として徹底して世界に広めて
行ったロータリーの凄さ、それは、今年度の初めにふれまし
たスターバックス・コーヒーも同様です。「組織」と「理念」を
めぐる想いはまだまだ続きます。以上会長のひとりごとです、
お許しを。



ＳＡＡ 　澤村康子君

本年度は例会場の変更ということで当初は多少不安を抱え
ておりましたが、会長、幹事、そして皆様のおかげで無事、一
年を終了する事ができました事を感謝申し上げます。  
又、遠藤正幸さん、栗原さん、三田さん、登崎さんの各委員に
支えられ、励まされながら、委員長としての大役をはたせまし
たことを大変ありがたく思っております。   
そして、ブケ東海のスタッフの皆様の笑顔とご協力頂きました
事にもお礼申し上げます。    

クラブ管理運営委員会 委員長　鈴木郁夫君

年度初めに、主に個人の卓話の予定を作成いたしました。遺
伝研訪問、映画の上映、市長の来会、プラザホテルのチャペ
ルのお披露目など、途中何回かのプログラムの変更がありま
したが、会員の皆様のご協力で、スムースに変更できました。
卓話予定者には事前に連絡文を配布しました。
昨年7月から今年5月までの１１か月間の平均修正出席率は８
８．４０％でした。９０％を上回った月が５回、８５％を下回った月
が３回ありました。
インターネットでのメーキャップなどの情報発信が十分にでき
ませんでした。
また｢食事の無駄をなくし節約する｣という本年度の会長方
針に基づき食事の状況を報告してきました。
先月までの１１か月間で「余った食事の数が合計５０食」、「連
絡なしで欠席された方の総数が４７人」、「連絡をしたが締め
切りに間に合わなかった方の総数が４１人」、でした。
このことから欠席する場合は｢締め切り日の火曜日までに必
ず連絡すること｣で、十分に余り食０にすることが可能である
ことが分かりました。
また食事の余りが実際に減ったかどうかですが、以前の記
録がないのではっきりわかりませんが、宇都宮さんのお話によ
りますと「以前と比べてかなり減った」とのことでした。
会員、委員の皆様、宇都宮さんのご協力で１年間無事に活
動を終えることができました。ありがとうございました。

クラブ協議会

会員増強維持委員会 委員長　石井良衛君

まずは、この場を借りてお詫びいたします。自分自身の考えが
甘かったことを深く反省しております。委員の方だけでなく、
前田博利さん、千葉さんのご尽力もいただきながら、会員を
維持することができなかったのは、私の努力不足と痛感して
おります。
JC会員の方々への呼びかけの他に、職業分類にのっとって、
当クラブに足りない職種を基準にアピールしてきましたが、結
果が伴わず残念に思います。
アピールして行く中で、会員候補の皆様から頂いた言葉で多
かったのは、時期尚早であるとか、時間がとれない、ロータリ
ーが何を目指しているのかわからないという言葉や、ボランテ
ィアはやりたいと思っているから、ライオンズさんには興味を持
っているという言葉でした。職業奉仕だけでなく、社会奉仕へ
の取り組みも、ロータリークラブは必要なのかと実感いたしま
した。
また、今年度は、土屋時雄会員が惜しまれながら、新たな世
界に旅立たれました。土屋さんは、いつもお会いするたびに
笑顔で、誠実で紳士でありました。ロータリアンのかがみであ
ったと思います。
長く皆様には、ロータリアンとして各方面でご活躍いただくた
めにも、今一度、健康診断や日頃の健康状態にご配慮いた
だければと思います。
次年度は、鈴木委員長のもと、増強維持委員会は進んでいく
と思いますが、私は、私なりに三島西クラブの繁栄に尽力でき
ればと思います。自分としては、不甲斐ない一年でしたが、皆
様にご協力いただいたことに感謝の念を深く感じます。あり
がとうございました。

クラブ広報委員会 委員長　西本和夫君

基本方針の
○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について
・７月２５日の静岡新聞に３クラブの会長、幹事の名前の掲載
をいたしました。     
○会員の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」の必読を推進するについて
・ロータリーの友１２月号に柴崎恵子さんの記事掲載されまし
たが必読の推進はできませんでした。    
○会報（週報）を発刊しロータリー情報の共有化を計るにつ
いて
・映画鑑賞感想文の掲載と絵画同好会の協力で一部の方
の絵画を掲載することがてきました。    
    
原稿のメール化にもご協力をいただきありがとうございまし
た。一番の反省点は４月のロータリー雑誌についての卓話が
できず、翌週の会報（週報）に掲載させていただいたことで
す。会員の皆様のご理解と協力、事務局の支援に感謝いた
します。



ロータリー情報委員会 委員長　矢野敏夫君

２６．１月　　　ロータリー理解推進月間
　　　　　　２．６にクラブフォーラムを実施
　　　　　　（国際奉仕と共同）
２６．２．８～９　地区大会参加
　　　　　　（於：ホテルセンチュリー静岡）
２６．５．２９　　新会員勉強会（於：きみか）
　　　　　　新会員　宇田川茂君・坂本和也君
３年に一度の２０１３年ＲＩ規定審議会において採用された制
定案に伴い、当クラブの定款細則の一部加筆、訂正を行いま
した。

社会奉仕委員会 委員長　瀬川幸信君

１．8月11日（日）　三島商工会議所にて、三島市国際交流協
会との共催で「国際交流フェア」を開催し、焼き鳥、飲み物コ
ーナーを担当した。
２．8月24日（土）イトーヨーカ堂三島店において「献血運動」
実施。午前10時より午後4時までに、50名の献血協力があっ
た。
３．9月5日（木）米山記念館において「新世代のための月間」
に伴い外部卓話を実施した。立教大学の田中美乃里さん
の「パサディナ研修を終えて」
４．10月6日（日）見晴学園において「見晴フェスティバル」に参
加。例年のように飲食の模擬店コーナーを担当して来場者
に奉仕した。

職業奉仕委員会 委員長　伊丹秀之君

〇2013年7月7日　職業奉仕委員会開催　 於　松韻 
議題　：年間計画と具体的活動方針を検討   
結論　：国立遺伝学研究所を見学と決定   
　　　　（具体的案件は相手の都合により検討）  
〇7月30日　国立遺伝学研究所訪問　佐々木副委員長同行
・芳賀様と第一回打ち合わせ
・見学は11月28日と決定
・講演は梅原欣二先生　「遺伝研の桜」
・講演場所の展示室を見学
・庭園内桜の木他を見学する    
〇2013～2014　国際ロータリー第2620地区事務局迄7月31
日必着で職業奉仕活動事例集の提出要請があり、三島西ロ
ータリークラブとして柿田川野菜工場と谷田木材見学を事例
として報告しました。後日第2620地区職業奉仕委員会より事
例集の小冊子受け取る    
〇10月21日　第2620地区職業奉仕セミナー開催
場所　　ホテルアソシア静岡
テーマ　「新しい時代の職業奉仕を考える」　　　　　　
参加者　椙山委員、野田会長、伊丹
参加者約300名で職業奉仕セミナー実施  　
（たまたま私はクジでグループ長に当たりました。又最後のグ
ループ長の発表者にも当たり大変な一日でした。）  
〇10月22日　国立遺伝学研究所広報佐藤聡子様と打ち合
わせ    
参加者　佐々木副委員長、前田委員、伊丹
駐車場　会場等打ち合わせ　10：30～   
〇11月27日　駐車場と駐車係の確認    
小野会員、椙山委員の駐車場確認とプラカードの位置を確
認する    
〇11月28日　国立遺伝学研究所見学　　約33名  
講演　　梅原先生　　遺伝研の桜について   
〇6月3日　職業奉仕委員会開催　事業報告　於　松韻 

親睦活動委員会 委員長　柳田英雄君

今年度の親睦活動委員会の委員は、委員長に柳田、副委員
長に前田博利さん、委員に、室伏さん、遠藤武子さん、千葉さ
ん、佐野さん、森崎さん窪田さん、村山さんの9名で運営して
まいりました。
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ました。
・10月10日に三島西ロータリクラブ例会2000回記念特別企画
にて初めての映画鑑賞会を開催しました。
・12月22日にクリスマス忘年家族例会を実施致しました。
下期活動報告
・1月8日に近隣4クラブ合同の新年会に参加しました。
・6月26日は恒例「さよなら例会」を伊豆長岡のはなぶさ旅館
において家族の参加者を含めて50名で盛大に開催を予定
致します。野田会長さまより、一年間皆様方に、お世話なり、
感謝の気持ちこめて日頃より鍛えた腕を披露させていただき
ます。ものまねで（電車でGo）の立川真司さんの出演を企画
しました。また会員家族にて、くじ引き大会を開催する予定で
す。多くの賞品を用意致しました。また、椙山様にお願いして
沢山の商品を頂きました。ありがとうございました。
さよなら例会で1年間無事に終了する事が出来そうです。ご
指導頂きました野田会長、平出幹事、会員の皆様のご協力
大変ありがとうございました。感謝申し上げます。
最後になりますが、親睦活動委員の皆様、1年間お疲れ様で
した。



（週報担当：西本和夫）

石井（彰）君
佐野君
窪田君、椙山君

おめでとう

入会記念日
奥様誕生日
結婚記念日

BE BALANCED! 良い加減をもって

ロータリー財団米山委員会 委員長　平野晴生君

ロータリー財団
・年次寄付　31名の会員に　＄５，２００．－協力していただきまし
た。（栗田正司会員の特別寄付　＄１．０００．－を含む）
※地区目標１人　＄100 の１００．０％達成。
・ベネファクター　矢野敏夫会員に　＄１，０００．－協力していた
だきました。
※地区目標の１名は達成できました。
・「未来の夢計画」 の地区補助金の申請は今年度も見合わせとな
りました。
・地区ロータリー財団セミナーに９月８日に出席し、１１月７日の例
会で「未来の夢計画」について説明しました。

米山
・米山記念奨学会寄付　３６名の会員に　￥５８０，０００．－協力
していただきました。クラブ予算から　￥１６０，５００．－納入しまし
た。
※地区目標　１人　￥１６，０００の８９％達成。
・米山記念館賛助金　クラブ予算から１人　３，０００　合計　
￥１５９，０００．－納入しました。
・１０月の米山月間には米山記念館で例会を行い、奨学生の呉
書汎さんに卓話をしていただきました。今年４月１７日にも米山
記念館で例会を行い、米山奨学生に卓話をしていただきまし
た。
・４月２６日の米山記念館春季例祭には数名の会員に出席して
いただきました。

◆諏訪部（照）君、6月17日・18日とスワベ商会の展示会を行
い、おかげさまで2,059名もの来場者があり、大盛況となり
ました。
◆遠藤（武）君、昨日、3か月ぶりに病院へ行きレントゲンその
他異常なしと言われ、お墨付きなのでまた楽しいお酒が
飲めそうです。本当に良かった。又、元気になるからよろし
く。
◆石井（良）君、世の中、人材不足で、わが施設でも立て続
けに職員が家庭の事情で退職することになりました。以
前は簡単に人が集まったのですが、全く新職員の応募が
ありません。というわけで久し振りに介助をしたら、プチンと
腰がくだけました。ギックリ腰です。舌は2枚あると言われ
るのですが、腰も2本あればいいと思う今日この頃です。
皆さん健康には気を付けましょう。
◆田熊君、平出さん、いつもお世話になっています。ありがと
うございます。感謝しています。来年度もよろしくお願いい
たします。
◆ゴルフ同好会、6月15日（日）富士エースゴルフクラブにて
ゴルフコンペを行いました。優勝大畑さん・準優勝宇田川
さん・3位椙山さんでした。次回は7月20日（日）岩手県八幡
平カントリークラブで行います。
◆窪田君、早退します。

絵画同好会作品

亥角　裕巳君
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