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篭謹 2013.12.3(火)19:00於ﾎﾃﾙｻﾝパﾚー 富士見
二一ランド30周年～クリスマスへディズ

事務所静岡県三島市中央町4番9号小野住環境中央町ビル2F

TEL<055>976-6351FAX<055>976-6352

例会場ホテルサンバレー富士見静岡県伊豆の国市古奈185-．

TEL<055>947-3100FAX<055>947-0564

2013-'14Rl会長ロンD.バートンガバナー志田洪顛
会長竹村淳一郎幹事中山博司

会報委員会鈴木正紀小島昭男古藤田博澄水谷隆一

斉唱「君が代」「ロータリーの目的」SAA:古藤田博澄（司会)小島昭男、(SL)福田儀市

ｒ
Ｌ【会長挨拶 ゲスト・ビジター会長 会長竹村淳一郎会

川崎孝さん、内村紳さん、唐津昇さん

金山茂雄さん、野々山英樹さん（相模原西RC)
師走を迎えました。寒さ壱

つのってきました。体調には

気を付けて頂きたいと思いま

す。本日は、相模原西ロータ

リークラブの皆様ようこそし皇

らつしやいました。

前年度4月には、隅田川受。
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遊びではおもてなしを頂き、楽しいひと時を有難うご

ざいました。本年度は、皆様の訪問をお待ちしており

ます。どうぞよろしくお願い致します。

先週、23日、24日には、皆様の御協力により乙訓

ロータリークラブの皆様を、お迎えし素晴らしい交流

会が出来たのではないかと思っております。

交流の間、会員お一人お一人は、伊豆中央ロータリー

クラブの一員として、その意識の下で乙訓の皆様と交

流されました。それは、当り前ですが、とても大事な

事だと思います。これからの伊豆中央の発展と紳はこ

のような所から始まると思います。是非、心を一つに

してこれからも前に進みましょう。また、この交流会

において、親睦・友好委員会の石井委員長はじめ委員

会の皆様には大変お世話様でした。全会員の皆様に、

御礼申し上げます。御協力誠に有り難う御座いました。

さて、先月、フィリピン台風災害の募金を頂きまし

たが、第2分区アシスタントガバナー事務所より協力

要請がありました。三島西RCの平出幹事より提案か

あったプロジェクトを第二分区として相乗りしたいと

いうことです。三島西クラブを通じて、台湾苗栗東南

RCとフィリピンのRCが姉妹クラブとなっており、こ

のルートでフィリピンのRCへ募金を12月12日渡す、

ということですので、当クラブの募金を三島西クラブ

へ振り込みましたが、皆様の御了解をお願い致します。
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･大川公12月5日奥様誕生藤
可

【幹事報告 幹事中山博司」
京都乙訓RCとの交流会皆さんのご協力ありがとう

ございました。楽しく交流ができ京都乙訓RCの皆さ

んも満足して帰られたと思います。

親睦友好委員長の石井さんには、全てに心を配ってい

ただきましてありがとうございました。

今日は相模原西RCの皆さんようこそいらっしゃい

ました。

《例会場・時間の変更》なし

※次回例会の予定

・次回12月10日の例会は次年度理事選出の総会にな

っています。その後に木内さんにお話をしていただ

きます。

．次次回12月17日は増強フォーラムです。

・12月24日はクリスマス家族会です。会場は富士箱

根カントリークラブです。

※その他

・志田ガバナーより先日のガバナー公式訪問の礼状が

届いています。

・先日集めたフィリピンへの義援金は第2分区として

送ることとなり、三島西RCが台湾でフィリピンの
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ロータリークラブの方に手渡すことにしました。

･本日、例会終了後理事会を開催致しますので、理事二

役員の方は会長のテーブルにお集まり下さい。

【委員会報告
「
４

◆奉仕プロジェクト委員会

委員長福田儀市

修善寺駅前大掃除を12/8（月）

AM10:00より行います。

ご参加よろしくお願いします。

【磯席報告委員長玉置敏
達卜

湧
◆親睦・友好委員会

委員長石井政一

11月23．24日伊豆中央RC京

都乙訓RC交流会に会員家族の大

勢参加頂き、無事に終了する事

ができました。誠にありがとう

ございました。本日は来年3月

今回の欠席者：飯田(鍵)､浜村、侭田、水口、山本

前々 回のMU者：雨宮(11/5乙訓IRCとの打合せ）
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☆相模原西RC:本日は大勢で参りました。よろしくお

願いします。

☆竹村、田島、玉置、石井、長友：相模原西RCの皆様

ようこそ!！

☆竹村、中山、玉置：長友さん、写真ありがとう。

☆藤田：14日15日劇団いず夢のバラエティーショー

『クリスマスだよ全員集合』に是非おこしください。

（本日のスマイル合計22,000円）

29日土曜日に予定されている相模原西RCとの交流打

ち合わせに来られています。24日火曜日はクリスマス

家族会です。場所は富士箱根カントリークラブです。

御理解、御協力よろしくお願いします。

バスを富士見ハイツより出す予定です。美味しい食

事、夜景、ものまね歌謡ショーを楽しんでもらおうと

計画しております。多数の参加協力を重ねてお願い致

します。
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＊1，不遷切な食隼雲

＊2.運動不足

＊3､ストレスなどの生活習慣

＊4､歯周痢原因麓などの細菌感馨

歯周病原因園などの刺激により動脈硬化を腸導する物質が出て血管内にブﾗー ｸ<粥我の詣肪性沈着物)が出

来血液の通り道は細くなります。

プﾗー ｸが剥がれて血の塊が出来ると､その増で血管が肱まったり血管の細いところで鰭まります。

園埋室

＊1､脳の血管のブラーク(粥状の脂肪性沈着物)出来血液の通り道は細くなる

＊2，出来血液の通り道は綱くなります鰭まる

*3，歯周病の人はそうでない人の2.8倍園梗塞になり易い

本4，血圧.コレステロール､中性脂肪力噛めの方は歯周病の予防や治療はより亙要である
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歯周病が全身に及ぼす影響

中候泰生氏

歯周病ってどんな病気？(原因･進行過程）

宮間痢(歯櫓■遍)ってどんな病気？

自問病は､紹薗の感染によって引き起こされる炎髭性疾息です.歯と歯肉の境目(歯肉溝)の清掃が

不十分な場合､そこに多くの絹酉が停滞し歯肉の辺縁が｢炎症｣を帯びて赤くなったり､堕れたりし､進行

すると歯間ポケットと呼ばれる歯と歯肉の境目が深くなり､歯を支える土台〈歯槽骨)が溶けて歯が動くよ

うになり､最後は抜歯をしなければいけなくなってしまいます。

歯周病と塘尿病

歯周病と妊娠

歯石

虜肉の炎症

ポケット

靖矯した筈

膿鳴性肺炎健県な働肉

曾票な骨寸

骨網緊恭

歯周窺が全身に及ぼす影1

関節炎・腎炎

歯周病と心臓疾患･賎血管疾患 歯周病とメタボリックシンドローム

狭心躍･心筋壇室

動脈硬化により心筋に血液を送る血管が狭くなったり､ふさがってしまい心筋に血液供給がなくなり死に

至ることもある病気です。

前々恒

今 恒

出席総数

28／31名

26／31名

出席芽

90．322

83．872

メークアップ

29／31名

会員総勢

修正出席率

93．55％

32名

ﾈﾏｲﾙ報告委員同
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東京ディズニーシー～クリスマス～

2013-'14Rl会長ロンD.バートンガバナー志田洪頴

会長竹村淳一郎幹事中山博司

会報委員会鈴木正紀小島昭男古藤田博澄水谷隆一
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Rl第2620地区静岡第2分区

伊豆中央ロータリークラブ
ROTARYCLUBOFIZU－CHUO

週報第2333回例会
2013.12.10(火)19:00於ﾎﾃﾙｻﾝバﾚー 富士見

事務所静岡県三島市中央町4番9号小野住環境中央町ビル2F

TEL<055>976-6351FAX<055>976-6352

例会場ホテルサンバレー富士見静岡県伊豆の国市古奈185-1

TEL<055>947-3100FAX<055>947-0564

SAA:(SL)古藤田博澄（司会)福田儀市小島昭男侭田和義斉唱「我等の生業」

【会長挨拶
今、山を眺めると山肌の

茶色が面積を独り占めにし

ています。寒さが一段と身

に染みて来ました。皆さん、

風邪などひかぬように気を

付けてください。

先日、8日に修善寺駅前大

会長竹村淳一郎

F
掃除に参加されました皆様ご苦労様でした。

このプロジェクトの視察に、国際ロータリー第2600

地区の2014-2015年度地区幹事平嘩泰斗氏（伊那

ロータリークラブ所属）が見えていました。伊那クラ

ブでも駅前掃除をしているそうです。伊那クラブの新

しいプロジェクトの参考になればよいと思います。や

はり、伊那でも会員の減少に苦慮しているそうで、他

の悩も同じようです。当クラブの会員増強に、皆様の

力を発揮していただくことをお願い致します。

来る1月26日の駅前掃除の折に、当クラブからのビ

ブス贈呈を行いと思っています。大勢の皆様に参加を

お願い致します。

本日は、この後年次総会です。11月16日指名委員会

で選考されました皆様の発表がありますので、よろし

くお願い致します。

24日は、クリスマス例会ですが、御家族に日ごろ

の感謝をここで示すために、大勢の皆様に参加して頂

きたいと思います。

ゲスト・ビジター

【慶事発表』
刃

山本裕二12月16日奥様誕生罵

【幹事報告幹事中山博司ゞ
両

ナタコンさん、パクリンさんようこそいらっしゃいました。

8日の修善寺駅前大掃除に参加された方ご苦労様でした。

《例会場及び例会時間の変更》

・三島RC12/18(水）忘年家族会リオ

・三島西RC12/12(木）夜間例会ブケ東海

．せせらぎ三島RC12/20(金）クリスマス家族会ブケ東海

※次回例会の予定

・次回12月17日は、会員増強フォーラムです。

．次々回12月24日は、クリスマス家族会です。場所

は富士箱根カントリークラブです。

・12月31日は特別休会です。

※当クラブの予定

・新年は、1月8日(水)が初例会で、4クラブ合同新年

会です。三島RCの担当で、みしまプラザホテル、

開会は18：30です。なるべく全員参加にてお願い

致します。

・1月14日(火)は、各委員会の「中間報告」です。各

委員長の報告をよろしくお願い致します。プログラ

ムの都合上1日で終了させたいと思いますので、当

日休まれる委員長の方は、必ず副委員長に発表をお

願い致します。

■幹事給
司

委員長玉置敏」

出席総数 出席率 ﾒークアップ 修正出席率

前々に 25／31名 80．6％ 26／31名 83．871

今恒 24／3唖 77．42％ 会員総数 32名

今回の欠席者：大j罷

･ナタコン氏とパクリンさん 萩原

(タイ・トンブリRC会員のご子息・日本へ新婚旅行中）前々回のMU者：小請

紀平、土屋(源)、土屋(雄）

水口、山口

(11/15せせらぎ三島）

r

画会長ﾃー ﾏ｢ﾛー ﾀﾘー を実践しみんなに豊かな人生を」■L



す。20年余のロータリー生活を振り返り、あえて挙げ

ればこんなことが良かったと思っています。皆さん

も、ご自分の入会時を振り返り、現在まで会費を払い

続けている理由を考えてください。皆さんが、会員で

いる理由が、即ち入会勧誘する理由ではないでしょう

か。理事役員並びに増強委員の皆さんの活発な回答を

期待しています。浜村さん、飯田（鍵)さん、田島さ

ん、勝呂さん、水口さんが委員会メンバーです。

委量雨宮灘8【津ﾏ誠ﾙ報告ル

☆藤田：劇団いず夢公演のチケット販売にご協力あり

がとうございました。来年2月は三越劇場です。

☆木内：飯田鍵吾さんありがとうございました。

（本日のスマイル合計5,000円）

三

Ｆ
Ｌ委員会報告

◆奉仕プロジェクト委員会

12/8（日）修善寺駅前にて掃

除作業を実施しました。メンバー

は竹村さん、長友さん、山口さ

ん、中山さん、古藤田さん、水谷

さん、福田計7名です。

◆会員増強委員会

12月17日の例会で、2回目の埠

します。アンケート（1ページ

目）に、お答え願います。フォー

ラムのタイトルは、「ロータリー

モーメントを共有して、増強に繋

げよう｡」です。資料の2ページに

書き込んであるのが、私の例で

委員長福田儀市 龍
年任理事2014~aQ15

田島副会長

･会長田島

･会長エレクト（副会長）中山

･幹事小林

･会計長友

･会長田島治夫

･会長エレクト（副会長）中山博司

･幹事小林貞博

･会計長友範充

･直前会長竹村淳一郎

・会員増強委員長萩原真琴

･奉仕プロジェクト委員長山本裕二

･ロータリー財団委員長山口和拡

以上選任し、承認されました≦

委員長土屋龍太郎

2回目の増強フォーラムを担当

席－－．

詞
』【岸話

|財団法人三井報恩会(社会文化等社会貢献事業）
昭和9年（1934）設立出資は三井合名（グループ）

から3,000万円（今日に換算5～6000億）

理事長米山梅吉(三井信託社長を66才で退任報恩会設立）

報恩会事業(主な事業）

・医療・福祉関係ハンセン（ライ）病、がん、結核

等への助成。「ハンセン」「結核」S15～17年にか

け青森～沖縄迄療養所すべてを自ら訪ねた

・農村振興事業（窮乏を極めた農山村の復興支援・全

国10か所）その中で東北の2つの村を特定振興村指定

する。

三井報恩会事業の足跡を辿って

木内昭夫

去る9月25．26日の2日間東北2県、岩手県・青森

県内2つの町を訪問して参りました。

訪問の発端は、岩手県彦部地区の歴史研究をされて

いる長沢聖浩氏が、地区内でお年寄りからの聞き取り

をしている中で、「三井報恩会」と言う言葉が盛んに

出てきた。元村長宅からは七十数年前の報恩会事業の

大量の写真を見ることができた。それを元に彦部地区

の歴史写真集『セピア色の彦部』を制作し、昨年、地

区の方々6名で米山記念館をお尋ねになられた。

「今ある彦部の発展を省みた時、当時、三井報恩会か

ら受けた振興援助を忘れてはいけない。広く多くの人

に知って欲しいし、地域の共有財産として語りついで

行こう」と三井報恩会とそれに関わる米山記念館との

交流を図ろうと席を設られた°

二つの町では町長はじめ要職者を含め40～50名の

方々と親しく往時をしのぶことができた。交流のなか

で両町の幹部や事業関係者の子孫から口々に発せられ

る感謝の言葉。いつまでも恩義を想う心情の暖かさと

人情の機微に触れることができ、米山梅吉の慈善の精

神は、ロータリーを通じ後世に引き継いでいかなけれ

ばと強く感じ入った旅でした。

一

･岩手県彦部村

昭和8年の三陸大津波、台風、3年続く大冷害で立て

続けの被害、凶作が続き一窮乏極めた

報恩会設立の翌slO年(1935)～5年間

専門指導員派遣一指導者育成教育（毎月会議）産業

組合事務所（農協のようなもの）稲作、畑作、畜産

の技術指導精米所共同作業所綿羊100頭アンゴラ、

乳牛10頭、ホームスパンエ場、縄、ムシロ編み機等

の機械多角的に事業を指導

振興助成費用5年間35,800円（村の年間予算21,700円）

｡青森県津軽郡西平内村

窮乏を極めた状態は彦部同様。助成事業は彦部同様

に育成指導を続けた。この地区へは毎年10,000円

を10年間助成（村の年間予算27,000円）する振興策

によって明るい農村に生まれ変わった…
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Ri第2620地区静岡第2分区

伊豆中央ロータリークラブ
ROTARYCLUBOFIZU－CHUO

週報第2334回例会

2013.12.17(火)19:00於ﾎﾃﾙｻﾝバﾚー 富士見

鱈
幸一

＝

圭一

東京ディズニーシー～クリスマス～

2013-'14Rl会長ロンD.（－トンガバナー志田洪頴

会長竹村淳一郎幹事中山博司

会報委員会鈴木正紀小島昭男古藤田博澄水谷隆一

事務所静岡県三島市中央町4番9号小野住環境中央町ビル2F

TEL<055>976-6351FAX<055>976-6352

例会場ホテルサンバレー富士見静岡県伊豆の国市古奈185-‐

TEL<055>947-3100FAX<055>947-0564

斉唱『奉仕の理想」SAA:(司会)古藤田博澄福田儀市(SL)小島昭男侭田和義

根カントリークラブです。

･12月31日は特別休会です。

･新年は、1月8日(水)が初例会で、4クラブ合同新年

会です。会場は三島プラザホテルです。

｡新年第2回例会1月14日は各委員会の「中間報告」

です。各委員長の報告をよろしくお願い致します。

プログラムの都合上1日で終了させたいと思います

ので、委員長が当日休まれる場合は、副委員長に発

表をお願い致します。

、
４

ｒ
Ｌ 会長挨拶 会長竹村淳一郎

毎年恒例の世相を表す今

年の漢字は輪になりました。

清水寺の森清範貫主が揮皇

し、オリンピックが日本に

誘致されたという思いが輪

になったんだろう。輪とい

う字には大勢の方々が加わ

《
Ｌ

I
|I

って円滑に回転していくという意味が込められていま

す。「わ」という読みは、平和の和にも通じます。平

和な輪のつながりをつくりましょう。という挨拶をさ

れましたが、我がクラブでも今まで以上に、強い輪を

皆さんと共に作っていきましょう。

先日14日、土曜日には、第4回会長幹事会が三島

で開かれました。

志田ガバナーが3月頃再来訪されるそうです。年度末

に退会者が増えることから、それを阻止するための訪

問なのだそうです。

今日の卓話の時間には一人でも多く会員が増強でき

るように、有意義な時間にして欲しいと思います。

可

【出席報告委員長玉置敏ゞ

今回の欠席者：雨宮、木内、藤田、水口、山口

前々回のMU者：飯田(鍵)(12/12三島西）

P
スマイル報告 委員長石井政一

☆藤田：劇団いず夢公演、無事終わりました。ありが

とうございました！

☆土屋（雄）：急用ですみません。

☆山本・浜村：なんとなく

（本日のスマイル合計13,000円）

訂

【慶事発表
･侭田和義

･飯田晃司

･鈴木正紀

奥様誕生蓋

奥様誕生旨

結婚記念堂

12月25日

12月28日

12月25日

1委員会委員 報告
、
４【幹事報告 幹事中山博司 委員長石井政一◆親睦・友好委員会

日頃から親睦・友好委員会

に御協力ありがとうございま

す。

12月24日は富士箱根カントリ

ークラブにて18：30からクリ

スマス家族会が行われます。

当日は17：50サンバレー富士；

《例会場及び時間の変更》

・三島RC12/18(水)忘年家族会25日(水)特別休会

・三島西RC12/27(木）特別休会26日(木)忘年家族会

.せせらぎ三島RC12/28(金）特別休会

12/20(金)クリスマス家族会27日(金)特別休会

※当クラブの予定

・来週12月24日はクリスマス家族会。会場は富士箱 50サーンバレー富士見前よりバスが出ます。

■鵬長ﾃー ﾏ｢ﾛー ﾀﾘー を実践しみんなに豊かな人生を」

前々［

今 匝

出席総数

26／31名

26／31名

出席率

83．87％

83．87％

メークアップ

27／31名

会員総数

修正出席率

87.1％

32名



伊豆長岡駅は18：00の予定です。御家族皆様、会員の楽しいクリスマス家族親睦ができる様、親睦・友好

多数の参加をお願い致します。委員会全員で頑張ります。

【|曽強抵大ﾌｫーﾗﾑ
、
』

会時の逸話等と、「心に残るロータリー体験」につし

て、アンケートを実施しました。自分でも、なんとな

く気恥しいと感ずる、まさに個人情報ですので、回答

が集まるか心配でした。

約半数の方から回答を戴くことができ、個人情報の

共有に成功しました。ロータリーモーメントです。他

の団体では話すことのない「個人的なマル秘、家族の

色々等々」の話題を、例会の場で共有する文化の表れ

であり、ロータリーの特徴的な事例ではないでしょう

か。相互に認め合い、袴脱いで付き合う仲間(フェロー

シップ)だからこそ、できたと認識しています。

■

会員増強委員会

委員長土屋龍太郎

『ロータリーモーメントを共有し、

増強に繋げよう』

フォーラムの目的

・クラブとして実施する奉仕活動について、問題点を

討議

「会員増強」は、最も重要な奉仕活動の一つである

が、なかなか成果に至らない。

その要因には、景気の低迷・事業環境、価値観の多

様化・人間関係の希薄化等々会員一人ひとりが、自

分の周りにいる候補者を勧誘するのがベター。

勧誘のマニュアルやロータリー活動の紹介資料等の

作成

･会員にロータリー情報を伝達

心に残るロータリー体験(ロータリーモーメント)を、

共有しよう。

「メンバーになると、こんな体験ができる」一緒に

活動しよう。

対象となる方によって、興味を引く体験が異なる。

ロータリーの多様性を発揮。いくつかのパターンの

体験を例に挙げて、勧誘する。

前回の例会で、入会歴、入会の経緯・きっかけ、入

豚弓一

「親睦に始まり、親睦に終わる」とも言われます

が、クラブの根幹である例会の運営が、自分のために

なったという声もあります。

職業上の立場を活用した様々な奉仕活動に価値を見

出している会員もいます。「ロータリーの国際性」に

着目した国際奉仕、地域の課題に取り組もうとする社

会奉仕、更には、地域の将来を支える青少年を育成す

る活動等々があります。

ロータリー財団への寄付とその活用による活動も、

着目されています。留学生の支援にも、独特な活動を

展開しています。長泉にある米山記念館で米山翁の業

績を顕彰する活動に奮闘する会員もいます。

ロータリーの多様性、価値観の多様化を前提とした

企画です。声を掛け、入会を勧めようとする相手の方

に合わせた話を組み立ててほしいと考えています。

詳細は、「クラブ内秘」としたいので、会報とは別

立てで資料化致しますので、勧誘時に役立てていただ

ければ、幸いです。

匠一、

今回の企画で、今この一瞬、ロータリーに力の入ら

ないメンバーもいることがわかりました。

これは職業を通じて、地域社会に奉仕するというロー

タリー流の活動が、今一理解できないというところで

しょうか。

「ロータリーの樹」を思い出してください。職業奉

仕が幹で、国際奉仕、ロータリー財団、社会奉仕、新

世代奉仕という花を咲かせ、実をつける。

親睦やクラブ奉仕が、それを支える根っこにあたると

いうイメージ図です。

右も左も解らないまま、例会運営にあたる或は親睦

に参加し互恵関係を深めながら、「ロータリーの目

的・4つのテスト、超我の奉仕.最もよく奉仕する者、

最も多く報いられる」等の理念の香りに触れ、奉仕の

理想を自らの職業に適用することで倫理観を高め、次

第に奉仕の領域に入っていくという流れがあります。

多様性に重視し、「Iserve」を掲げるロータリー

ですので、一日も早く、自らが興味と関心を持てる領

域を見いだしてくれることを祈るばかりですが、クラ

ブとしては、樹液がうまく循環するような環境整備に

努めなければならないと思っています。
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Rl第2620地区静岡第2分区

伊豆中央ロータリークラブ
ROTARYCLUBOFIZU－CHUO

週報第2335回例会

2013.12.24(火)18:30於冨士箱榊ントリークラフ
クリスマス会会場富士箱根カントリークラブ

2013-'14Rl会長ロンD.バートンガバナー志田洪頴

会長竹村淳一郎幹事中山博司

会報委員会鈴木正紀小島昭男古藤田博澄水谷隆一

事務所静岡県三島市中央町4番9号小野住環境中央町ビル2F

TEL<055>976-6351FAX<055>976-6352

例会場ホテルサンバレー富士見静岡県伊豆の国市古奈185-~

TEL<055>947-3100FAX<055>947-0564

SAA:(司会)古藤田博澄(SL)福田儀市小島昭男侭田和義 斉唱「それでこそロータリー

大変お世話になり有難うございました。

《例会場及び例会時間の変更》

・三島RC12/25(水）特別休会

・三島西RC12/27(木）特別休会

．せせらぎ三島RC12/28(金）特別休会

※次回例会の予定

・来週12月31日は、特別休会ですので、お間違いな

いようよろしくお願い致します。

※当クラブの予定

・新年は、1月8日（水）初例会は4クラブ合同新年会

です。場所：三島プラザホテル点鐘：18：3O

なおバスは出ませんので各自で参加してください。

また親睦の方は当日受付を手伝って下さい。

・新年第2回、1月14日の例会は各委員会の｢中間報告」

です。

【会長挨拶 会長竹村淳一郎

今年最終例会です。

そして、今夜は、クリスマ

ス・イブ。クリスマスの前

夜、すなわち12月24日の夜

を指す英語の音訳です。

イブ(eve)は｢evening(夜，

F‐・
L

|{、
壇

犀引

齢；＝■

晩)」と同義の古語「even」

の語末音が消失したものだそうです．

また、12月は、RI活動家族月間でもあります。今

宵は、一年間ロータリー活動を心置きなく行ってきた

メンバーの皆さんが、奥様やご家族の為に、精一杯感

謝をする日でもあります。クリスマス・イブに重なっ

たのは、とてもよかったと思います。昔、イブに、馬

鹿騒ぎをして過ごした時代もあったそうですが、今は、

家族でクリスマス（降誕祭）を行うことが多いようで

す。

どうぞ今宵は皆さん和やかなひと時をお過ごし下さい。

そして、親睦・友好委員会の皆様、富士箱根カントリ

ークラブの侭田様始めスタッフの皆様、今日の準備誠

にありがとうございました。

メリークリスマス！

ｒ
Ｌ 出席報告 委員長玉置敏

P

今回の欠席者：浜村、藤田、水口、山本

前々回のMU者：紀平(12/12三島西）

山口（12/12三島西）

土屋(雄）（12/20せせらぎ三島

Ｆ
Ｉ
Ｌ

ゲスト・ビジスト タ ー

･李暁熱さん（米山奨学生）

【幹事報告 幹事中山博司 Ｆ
Ｌ 報告スマイノL 委員長石井政一目

本日は、伊豆中央RCの会員ご家族の皆様ようこそ

おいでいただき有難うございます。また米山奨学生の

李さんようこそいらっしゃいました。お時間の許す限

り楽しい時間を過ごして下さい。そして、このクリス

マス家族会の開催に当たり富士箱根CC侭田会員とス

タッフの方々、石井親睦委員長と親睦委員の皆様には

☆侭田：本日はクリスマス家族会開催ありがとうござ

います。スタッフー同頑張りますので、来年も宜し

くお願い致します。

（本日のスマイル合計27,000円）

R̂1陰長ﾃー ﾏ｢ﾛー ﾀﾘー を実践しみんなに豊かな人生を」I

前々回

今回

出席総数

24／31名

27／31名

出席率

77.4％

87.1％

ﾒークアップ

27／31名

会員総数

修正出席率

87.1％

32名



◆ロータリー米山奨学生李暁鴬《さん

クリスマスソングが流れ、イルミネーションが夜空

を彩る季節ですね。先月の京都乙訓RCとの交流会に参

加させて頂きまして、誠にありがとうございました。

その翌日私は観光チームに属して、西伊豆堂ケ島で

洞窟めぐり遊覧船に乗ったあと、記念写真をとりまし

た。そこで、封筒入りの写真を手に渡された時に、黒

船ポーハタン号の写真が封筒に印刷してあることが気

になり、調べてみました。1853年にマシュー・ペリー

代将が率いるアメリカ合衆国海軍東インド艦隊の蒸気

船2隻を含む艦船4隻が、日本に来航し、幕府は今の神

奈川県横須賀市浦賀に誘導しました。蒸気船2隻のうち

の1隻はボーハタンでした。それは東インド艦隊に配属

され、1853年6月15日には中国水域の任地に到着しま

した。そこで、ボーハタンはペリー代将の日本再訪艦

隊に加わり、日本へ向かうこととなりました。西伊豆

堂ケ島とのつながりを言いますと、ペリー来航の翌年

である1854年3月31日には日米和親条約が調印され、

その後の条約の細則交渉の為、艦隊は伊豆下田に移動

しました。

観光チームのメンバーと共に、昼食を済ませ、駿河

湾フェリーに乗りました。玉置先生のおかげで、特別

室で風景を味わうことができました。学校の友達は以

前、清水港でフェリーに乗って伊豆へ行ったのは、聞

いたことがあります。その時は、私もいつか行ってみ

ようと友達に言いましたが、まさか、私は逆方向で観

光するとは思いもよらなかったです。非常に楽しい一

日を過ごしました。最後に忙しい年末ですが、体に気

をつけてお過ごしください。ご家族も健康で新年を迎

えられますようお祈り申し上げます。

【出席表彰

★100％連続出席

・32年木内昭夫

・28年飯田晃司

・27年勝呂隆

・18年飯田鍵吾・玉置敏

・17年紀平幸一・竹村淳一郎

・15年長友範充

・4年山口和拡

・ 3 年 中 山 博 司 ・ 水 谷 隆 一 ・ 土 屋 雄 三

・2年雨宮演邦・石井政一

・1年小林貞博16名

★ホームクラブ100％出席者該当者なし
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