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三島大社の福豆
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【会長挨拶会長竹村淳一郎
この数日、日中は暖かさ

を感じる日がありますが、

2月4日は立春です。冬至

と春分の中間に当たり立春

から立夏の前日までが春だ

そうですが、まだまだ冬、

寒さに負けないよう皆様頑

張ってください。

剛
先週火曜日に、第一テーブルのテーブル会に参加させ

て戴きました。大変楽しい一時をすごさせていただき、

参加された皆様もお互いの心の交流が出来たように思い

ました。私は、テーブル会に長いこと参加したことがな

いように思います。是非、他のテーブルでも会を開催し

て頂き、親睦を深めて戴きたいと思います。

31日には、伊豆総合高校の学習発表会に行ってきまし

た。「3DCAD・3Dスキャナーを用いた3Dプリン

ターによる造形」「ポップコーン製造機の制作」など、

8チームによる研究発表でした。それぞれ興味深い発表

でしたが、総合学科の生徒の中に「伊豆市にもっと若者

を呼び込もう」というテーマの発表があり、全校生徒へ

のアンケート調査で、今後、伊豆市に住みたい生徒、14

％外へ出たい生徒、86％という、衝撃的なデータがあ

りました。伊豆市の昨年の新生児出生数が160人しかな

かった。これも衝撃的です。最後に伊豆市市長の挨拶で、

86％の生徒が伊豆に住みたいと言ってもらうようにする

ことが、私の仕事です、と生徒に向かって話されていた

言葉が印象的でした。

【 幹事報告ゞ幹事中山博司

1月24日（金）の伊豆総合高校インターアクト定例会

に出席された方、また、1月25日(土)の静岡第2分区IM

に出席された方、次の日の1月26日（日）のビブスの贈呈

式に出席された方ご苦労さまでした。中でも3日連続出

席された方本当にご苦労さま、そして有難うございました。

《例会場および例秋時間の変更》なし

※次回例会の予定

・次週2月11日は祝日休会

．次々回の2月18日は、地区大会の報告。会長に報告し

て頂きます。

・2月25日は親睦例会です。会場はゑびすやさん、点鐘

は18：30です。先日の市田教授が卓話のあと話をし

ましたが、3月で病院を移るため退会されます。この

親睦例会を教授とのさよなら例会としますのでできる

だけ出席してください。

※クラブの予定

・2月8日、9日と静岡にて地区大会が開かれます。

8日は会長、幹事のみ出席、9日は会長、幹事と理事、

役員のみなさん出席よろしくお願いいたします。なお

古藤田君が出席できないため水谷君が出席します。

・本日、例会終了後理事会を開催致しますので、理事・

役員の方は会長のテーブルにお集まり下さい
可

【慶事発表 ゴ

魔

W己 1個
E§

・小林貞博1月25日会員誕生日

・水谷隆一1月26日会員誕生日

《誕生日のひとこと》

小林貞博：1月25日で66歳になりました。これからは

健康に気を付けていきたいと思いますのでよろしくお

願い致します。

水谷隆一：1月26日で51歳となりました。人生の後半

戦が始まったと思う今日この頃です。これからもよろ

しくお願い致します。

F

RI会長ﾃー ﾏ「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」
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【申席報告 委員長玉置敏 ☆玉置：山は大雪に見舞われました。

（本日のスマイル合計11,000円）

E 委 員 会 報 告 ｜ ‐
委員長長友範充◆広報委員会

当クラブではR財団地区補助

金事業として、伊豆総合高校

IACとNPOサプライズが行っ

ている地域清掃事業を支援し

さらにこの事業を伊豆箱根鉄

道沿線の高校・企業・地域が

今回欠席者:木内､紀平､田島､土屋(龍)、萩原､福田

藤田、侭田、水口

前々回のMU者：石井(1/18記念館）

紀平（1／23三島西）

水谷(1/24IAC)

小林（1／24せせらぎ三島）

一体となった一大清掃事業に育てようとしています

が、今回その一環として1月28日に開催された「清掃

甲子園ビブス贈呈式」が、静岡新聞および伊豆日日新

聞に掲載されました。また「ロータリーの友」にも掲

載予定です。

１
Ｊ告又マイル報 委員長石井政一

☆竹村：お寒ございます

、
４【隼 話

庁司

我がクラブが初めてトンブリRCと行ったM・G

は、1993～1994年『タイ北部小学校に飲料水供給施

設寄贈』事業でした。後の検証では生存率が飛躍的に

伸びたようです。

これを機にトンブリRCとの距離が近づきM・Gでは

ないのですが、次の年1995年タイ・アユタヤ県知事

とタイ日協会に山田長政像を寄贈しました。

2回目のMGは木内会長年度の1999～2000年に

『タイ国・辺地学校へ衛星放送受信設備をチェンライ

他、山岳地学校に贈呈』事業です。トンブリをキーに

京都南、台北北、シンガポール西等々のマッチング

で、電気も通じない山岳地にバッテリーと共に設置に

回りました。

2004年勝呂会長年度『タイ新生児用人工呼吸器寄

贈』14のクラブ、3地区でのM･Gです。2007～2009

年『自閉症児童センター建替工事』『新生児用呼吸器

寄贈』の2件も大変有効活用され成育率が高まり病

院・役所はもとより地域に感謝された事業です。

以上が我がクラブがトンブリRCと共に行ってきた

マッチング・グラントです。

奉仕プロジェクト・国際奉仕

「マッチング・グラント(M・G）について」

幹事中山博司

先日、竹村会長より話がありましたタイ・トンブ'J

RCとのM・Gは、来月の10日からとなっており、理

事会において熟慮しました結果、日程的に無理なので

今回は残念ですが参加をとりやめることにしました。

我がクラブがトンブリRCと連携し取り組んできた

M-Gの歴史を少しお話しします。

M・Gとは｢ロータリー・クラブと地区が他国のロー

タリアンと協力して、国際的な人道的プロジェクトを

遂行することである。」と決められています。

盾－－、

齢 &蝋
二一

山岳地学校への衛生放送受信設備 幼児人工呼吸器寄贈
メイホンソンヘ設置の水道施設

山田長政ブロンズ像

山田収作
会員銘板とともに

新生児用人工呼吸器寄贈

前々回

今回

出席総数

24／32名

23／32名

出席琴

75.0％

71．88％

ﾒークアップ

28／32名

会員総数

修正出席率

87.5％

32名
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20142．18(火)19:00於ﾎﾃﾙｻﾝバﾚー 富士見
おひなさま

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

SAA:古藤田博澄(SL)福田儀市（司会）水谷隆一 斉唱「それでこそロータリー‐

【慶事発表
、
４会長挨拶 会長竹村淳一郎

･長友範充

･鈴木正紀

･土屋雄三

･小林貞博

･玉置敏

会員誕生日

入会記念日

奥様誕生日

結婚記念日

結婚記念日

2月19日

2月21日

2月24日

2月25日

2月26日

私は、伊豆に住むことがで

きてとても幸せに思います。

四季の変化を充分楽しめ、海、

山にもわずかな時間で行くこ

とができるなんてすばらしい

ことだと思います。

先日も、自宅からわずか15

P

垣垣
q幹事報告 幹事中山博司

《例会場および例会時間の変更》

･三島RC2月19日（水）夜間例会です

.せせらぎ三島RC2月21日（金）夜間例会

※次回例会の予定

･次回2月25日は親睦例会です。会場はゑびすやさん、点鐘

は18：30です。来週で市田会員は退会します。さよなら

例会となりますので出来るだけ出席してください。

．次々 回の3月4日は李暁熊《さんの卓話です。

・3月11日は梅原一三会員の卓話です。

分で、修善寺トンネルを抜けるとそこは、雪国、そして、

本格的な雪国の体験が出来ました。朝から夕方まで、雪

と戯れることが出来たのです。2店の店舗の雪掻きでし

たが、体中痛みが残っています。二週続きの大雪で、皆

様も大変な思いをされたのではと、お察し申し上げます。

ソチオリンピックが真っ盛りです。15歳の平野歩夢が、

スノーボードで銀、18歳の平岡卓が銅、フィギアスケー

トの羽生結弦が金、17歳高梨沙羅がスキージヤンプで4

位、若い人の活躍と、41歳の葛西紀明が銀メダルレジェ

ンドと呼ばれるまで精進してきたその活躍は、人々に勇

気を与えてくれる感動で、皆さんも毎日テレビ鑑賞に忙

しいことでしょう。

2月11日には遂に、駿河湾環状道路が開通いたしまし

た。これにより伊豆の環境が大きく変わると思いますが、

皆様の事業や、生活環境はどのように変わりますでしょ

うか。私も、事業がどうなるのか、戦々恐々としている

ところです。ただ、新道路で、渋滞が起こる場所があり

ますので、少々期待外れでした。渋滞解消の対策をお願

いしたいところです。

道路の開通が、我がクラブにも良い影響があれば、と思

うところです。

【出席報告 委員長玉置敏ロ
L

今回欠席者：雨宮、飯田(鍵)、大川、紀平、古藤田

小島、田島、土屋(源)、土屋(龍)、萩原

藤田、儒田、水口、山本

前々回のMU者：玉置(1/23三島西）

雨宮､小島､山口､山本(1/24IAC

勝呂（1／24せせらぎ三島）

【ｹｽﾄ･ピジター一 【 告ル報スマイ 委員長石井政一

､伊藤雅之アシスタントガバナー（長泉RC)

・望月義明さん(AG事務局・長泉RC)

・李暁熱さん（米山奨学生）

☆竹村：伊藤アシスタントガバナーようこそ、いらっ

しゃいました。

（本日のスマイル合計16,000円）

F RI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

前 々 回

今厄

出席総謝

19/31名

17／31毛

出席率

61．29％

54.84％

メークアップ

25／31名

会員総数

修正出席率

80．652

32名



《誕生日の一言》

19日で58才になります。ロー

タリーは1997年入会ですので17

年になります。昨年度は会長を務

めさせていただきまして、本当に

ありがとうございました。今年は

というと、やはり会長の後という

ことで、すっかり気がぬけてしまい惰性で出席してヤ

るような状態です。来年は、竹村会長もさらに一年会

長を務められるということですので会長の足を引っ張

らないように頑張っていかなければならないと思って

います。よろしくお願い致します。

【卒業ごあいさつ

李暁鳶《さん（米山奨学生）

皆様の応援のおかげで、先月は大学院を無事卒業で

きまして、来月から、会社の研修に入ります。正式に

社会人になることを考え、いろいろ不安ですが、ロー

タリー米山奨学生として恥をかかないよう精一杯で頑

張りたいと思います。

【庭いさつ 伊藤ｱｼｽﾀﾝﾄガノサー！

こんばんは、まずは、1月25日第2分区IMに多数御

参加頂きありがとうございました。次に、2月8，9日

地区大会、雪の為3割強の方が欠席、山梨はほぼ全滅の

状態での開催でしたが、御参加頂きありがとうござい

ました。地区大会2日目、

志田ガバナーの「旅」を

テーマにガバナー公式訪問

のお話でしたが、1時間の

持ち時間大半を山梨のお話

で時間切れとなり、静岡の

クラブを十分に取り上げな

いまま、伊豆中央RCの紹介に至らなかったこと、ガ

バナーに代わりましてお詫び申し上げます。

次に、4月1日（火）ガバナーが伊豆中央RCを訪問

されます。第2分区の各クラブ会長、幹事が例会前に

会長幹事会を開催した後、ガバナーと一緒に例会に

MUとなります。

当初の趣旨は、今年度現在69名の会員増強頂き、地

区3000人以上の状態を維持する為の退会防止でした

が、地区大会1日目委員長報告の後の質疑応答でのガ

バナーへの質問から、クラブ定款細則の見直し状況の

確認も趣旨の中に含まれることが、示されましたの

で、来訪前3月15日目安にAG事務局の望月君の方

に、クラブ定款細則の見直しの進捗状況の報告をお願

い致します。

会長、幹事、SAAはじめ皆さんには御負担おかけ致し

ますが、当日は懇親会も行いたいと考えていますの

で、よろしくお願い致します。

【委員会報告 ■■■■■
◆ロータリー財団委員会

「次年度の地区補助金プログラ

ムの内容についてメンバーの皆

様にアイデアを募ります。よろ

しくお願いします。」

委員長山口和拡

地【|地区大会報告①
会長竹村淳一郎

2月8日、9日の2日間地区大会がホテルセンチュ

リー静岡で開かれました。

大会1日目、13時を少し回ったころ本会議、開会点鐘

が行われ、中華民国、日本国の国歌が演奏されまし

た。RI会長代理に台湾・台中中央RC3460パストガノマ

ナー劉昭悪さんが来訪されたことで、中華民国国歌が

演奏されたようです。

劉昭恵RI会長代理は、ロータリークラブの理念は、

誠実、質素、寛容、無私、から成り立ち、この4つは

どんな奉仕を行うときにも最も大事なものである。

地域社会で市民活動を行う際は、それと同時に報道

機関との関連を拡大し、マスコミにもっと取り上げて

もらうようにし、そうすることで市民はロータリーに

ついてもっと知るようになり、またロータリーに新た

な会員が加わることになる。

ロータリーは国際組織として、国際事業、例えば、

ロータリー青少年交換プログラムは将来自国のリー

ダーになるという素晴らしい目的に役立っています。

2620地区では、今年度13のクラブが行っていて素晴

らしいことです。

ロータリーには、各分野のリーダーを始めとして、

多種多様な職業を持つ方々がいます。そうした会員が

集結し会議やフォーラムを開催することが出来れば、

ロータリーに対する･世間のイメージは確実に向上しま

す。などのアドレス（講演）をされました。

次に、大会4委員会、登録、資格審査、選挙、大会

決議委員会の報告。議事において、第1～12号議案審

議、採択がされました。

（地区大会詳細は次号へ掲載）

r三・．
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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FG＝

ROTARYCLUBOFIZU－CHUO

週報第2342回親睦例会
2014.2.25(火)18:30於ゑびすや

長野県地獄谷温泉のスノーモンキー

2013-'!4Rl会長ロンD.バートンガバナー志田洪顕

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)古藤田博澄福田儀市小島昭男 斉唱「我等の生業』

ｒ
Ｌ

両

敏会長挨拶 出:席報告会長竹村淳一郎 委員長玉置一
一

ソチオリンピックは23日で

終わりました。テレビ観戦で

は各競技は、一瞬で終わりま

す。しかし、選手たちはそこ

に至るまでどれほどの努力を

したのか、想像を絶するもの

があったと思います。

幸司

P 宮1【

元亀、’

彦/型

劃 今回欠席者：紀平、田島、土屋(源)、土屋(雄)、侭田

水口

前々回のMU者：木内(2/8浜松中央）

小林（2／13三島西）

喰
参加出来た選手は、入賞できなくとも、人々に感激を与

えてくれたことで、その価値は素晴らしいと思います。

勝者、敗者、それぞれに、賞賛を送りたいと思います。

次には、パラリンピックが3月7日から16日まで開催

されます。こちらも、ぜひ応援をしなければなりません、

皆さん睡眠不足にならないように気を付けてください。

本日は、親睦例会となっています。親睦友好委員会の

皆様には、設営におきましてはお世話様でした。

皆様には、今日、明日の伊豆中央ロータリーの為に、

さらに親睦を深めて戴きたいと思います。

【幹事報告幹事中山博司
《例会日及び例会時間の変更》なし

先日ある方との話の中で米山奨学生の奨学金がクラ

ブの予算の中から出ていると思っていたらしく、そう

考えているメンバーが多いと聞きびっくりしました。

米山奨学金は、米山奨学会より奨学生を預かっている

クラブに送られてきます。クラブの負担は一切ありま

せん。

話は変わりますが、最近例会の欠席者が多すぎます。

地区及び分区の平均値より低い週がありますので必ず

メーキャップをしてください。

の
L

１
Ｊ告ズマイル報 委員大川公

☆市田先生おつかれ様でした。これからも末永くご活躍

ください。 （本日のスマイル合計25.000円）

、
４懇親会

言1巴
－4

一 一

〆の……飯田会員女雛・男雛…．．開会音頭勝呂会員

F

R職長ﾃー ﾏ「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」
L

前々厄

今厄

出席総謝

22／31名

25／31名

出席率

70.1％

80．65％

メークアップ

24／31名

会員総数

修正出席罫

77.42％

32程



【稗区大会報告② ’
米山記念奨学事業

静岡産業大学に通うミャンマー人男性の発表。奨学金

のお蔭で勉強がしっかりできた。日本で就職をして、

将来は会員になりたいということでした。

山崎米山記念奨学委員長の話では、全国で13億円、

700名の枠がある。

青少年奉仕事業について

地域社会に奉仕、国際理解を推進を目的とすること。

2620地区では、インターアクト21クラブ、540人会

員、提唱クラブ20－つもない分区もある。

ローターアクト6クラブ98人会員提唱クラブ6

山梨県の大学は1、静岡県中部に集中している。

国際奉仕

青少年交換

15歳～18歳6か月の学生を対象。50年以上の歴史があ

り多くの学生を送り出した。

1年の長期交換と昨年から3週間の短期交換ができた。

友情交換事業

国際理解、国際親善を推進することを目的として、

ホームエクスチェンジ、ロータリアンが夫婦で受け入

れ、訪問を行う。

去年から始まり二組が初めてアメリカに渡った。

会員増強維持事業

34地区2000年2332クラブ106,939人

2013年2288クラブ86,730人

2620地区2013年期首2,979人12月末3048人

69人増

地区目標今年各クラブ純増1名の目標78名

会員増強セミナー開催

IT推進事業

9：69電子出欠の対応クラブ数

1、誰に向けるか企画し、

2，’情報を編集制作し、

3，種類別に体系化し、

4，情報を発信し、

5、＋蓄積（アーカイブ）する

回答はWEBで直接サーバーに

広報事業

ロータリーブランドを高めるには

ライオンズとロータリーの違いは、ライオンズは団体

で、ロータリーは個人で超我の奉仕の精神で、職業奉
仕をする。

職業奉仕事業

ガバナー月信11月号に掲載されている。

地区のホームページに上村源一郎著「ロータリーでい

う職業奉仕」が掲載されている。

社会奉仕事業

富士山世界遺産になるための活動、なったことで富

士山を守る活動の報告

ロータリー財団事業

財団セミナーの開催で、説明を行った。

クラブ人数20名10万円

21～50名20万円

51名以上30万円

米山梅吉記念館運営について

春の梅吉命日、秋の創立記念祭の年2回例祭開催、毎例

祭にn0～150名の参加。企画運営。

来館者案内。館報の発行。

大会2日目、当クラブは7名の参加者にて出席

本会議大会決議報告

記念講演

演題「ロータリーは私たちの誇り」

講師田中作治RI直前会長

地域社会に奉仕、環境変化に合わせて変わる。

見直しは新会員の声によって、目標を立て表層が変

わっても、中核は変わらない。真のロータリアンを作

る。後世の為の青少年奉仕インターアクト等、地域を

知るために、ゴミ拾いを続けた。

職業は今まで身の回りだけで、会社を大きくすること

だけ、これからは人のことを思いやる心をもって職業

奉仕をする。

◆地区大会に出席して幹事中山博司

私がいままで出席した15回以上の地区大会の中で一

番印象的でした。なぜ2月に地区大会を開くのか分かり

ませんでしたが、納得しました。今までの地区大会の

ようにロータリーの祭りではなく、表彰式や規定審議

会の報告もない地区大会でした。それに変わって地区

の各委員会の委員長さんたちの実績の報告がびっしり

とありました。これをしたかったので、2月までの時間

が必要だったんだと納得しました。志田ガバナー色を

出した素晴らしい地区大会でした。
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