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SAA:(司会)古藤田博澄(SL)福田儀市 斉唱「君が代」「我等の生業』

【会長挨拶 会長竹村淳一郎
ツク後の未来に遺す色々なこと、国益（エゴ）、の為で

なく地球益の為に、クーベルタンの考えが実現できるよう、

そして、いろいろなオリンピックの有効性を聞くことが

でき大変感銘を受けました。また、毎回例祭には東京ロ

ータリクラブの会員が講演に見えますが、その度に、素

晴らしい会員がそろっていることに驚きます。

我がクラブも、皆さんの持つ力を発揮し、奉仕活動に頑

張りましょう。

今日は，午後から夏陽気にな

ってきました、明日も暑くな診

そうで、変化する天気に皆さん

体調を崩さないよう気を付けて

ください。言っている私は、な

かなか風邪が抜けなくて困って
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おりますが。

さて、4月19日の相模原西クラブとの合同例会以来、

祝日が重なり約3週間ぶりの例会でご無沙汰致しました。

変わりない皆さんのお顔を拝見いたしまして安堵致しま

した。

19日は合同例会、20日はバスでの観光では寒い陽気で

したが、石井委員長始め皆様のお力で無事、相模原西ク

ラブの皆様との交流が出来ましたことを感謝申し上げます。

地元の旧跡を訪れましたが、意外に知らないことだらけ

で勉強させて戴き、楽しい時間が過ごせました。後日、

相模原西クラブからは「心温まるおもてなしに感謝申し

上げます。」とのお礼のメールを頂きました。友好委員

長の内村さんからもお礼の電話を頂きました。

22日には、第一テーブル会に参加させて戴き、また古

藤田君にお世話頂きましてありがとうございました。膝

を突き合わせて、いろいろな話ができ、私には、有意義

な時間でありました。これからのロータリーを考えるに、

良い勉強ができたと思います。

26日は、米山記念館の春季例祭に参加いたしました。

出席されました皆様ご苦労様でした。

記念講演には東京RCの水野正人さん、（スポーツ用品の

ミズノの経営者で、東京オリンピック招致委員会CEO、

日本オリンピック委員会名誉委員）のお話しを聞かせて

戴きました。召致の為のプレゼンテーションの話は、大

変興味深く聞くことができました。滝川クリステルのお

もてなしの話や、オリンピックは簡素にして充実、志を

もって進めること、レガシー（遺産）として、オリンピ
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仲田正之さん（会長ゲスト〉

【慶事報告 ］

一己一

･山本裕二5月5日会員誕生日

･飯田晃司5月18日入会記念日

《誕生日の一言》

P

山本裕二：お陰様で還暦を迎えることが出来ました

後ともよろしくお願いします。

可
』幹事報告 幹事中山博司

久しぶりの例会です。遅くなりましたが4月19日の相模

原西RCとの合同例会に参加の皆さん、また20日の観光

に参加された皆さん有難うございました。先日相模原西

RCより合同例会、観光と我がクラブのおもてなしに感

謝しますと礼状が届いています。4月26日の米山記念館

での春季例祭では木内さん、雨宮さん、石井さんご苦労

様でした。例祭に参加された皆さん有難うございました。

仲田さんようこそいらっしゃいました。後ほどお話をお

願いいたします。

《例会場および例会時間の変更》なし

r 、

股銀ﾃｰﾏ「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」
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※今後の例会予定

・次回5月20日は鈴木正紀会員の卓話です。

．次々回5月27日は土屋源由会員の卓話です。

伊藤アシスタントガバナーが訪問されます。最後の

お礼の挨拶に訪問されるそうです。

・6月3日は各委員会の実績報告になります。

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。

スマイル報告 委員長石井政一

☆竹村：4クラブゴルフ大会で優勝しました。侭田様

のお陰です。全ての隠しホール調整して頂いたので

本当にありがとうございました。次回もよろしくお

願いします。

4クラブゴルフ大会で我クラブ4位入賞致しました。

参加者の皆様の健闘で楽しくプレーが出来ました。

ありがとうございます｡(本日のスマイル合計12.000円）

■出麟浩委員長玉置敏i 】【委員会報告
◆副幹事小林貞博

次週例会終了後、次年度役員会を行います。対象に

なる方はよろしくお願い致します。

◆藤田弓子

静岡県「声掛け運動アンバサダー」になりました。

5月31日伊東市でいず夢による「トリアージ」をテー

マにした演劇「ある日突然に」を上演します。お知り

合いにお声掛け下さい。

今回の欠席者：小島、鈴木、田島、土屋（源）

侭田、水口

前々回のMU者：雨宮(4/28米山記念館）

木内（4/13木更津）

萩原、
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【卓話
「
４卓

は時代に即した革新的

な優れた政治家であり、

「生類憐みの令」とい

えば人よりも犬を大事

にした悪法のイメーシ

も、事実は増え過ぎた

野犬から、捨てられる

赤ん坊が野犬に食くち

れる事がないように行

われたのが事実です。

坦庵公の周辺の人物

庁三一．

新島八重でも、間宮海峡発見者

の間宮林蔵がシーボルト事件を幕府に密告したとされ、

蘭学者の系譜には最近まで非難されていましたが、シ

ーボルトがスパイだった事を示す証拠がオランダで発

見され、スパイだったと考えるのが事実はではないで

しょうか。

その他、佐久間象山の晩年のイメージも実は傍若無

人で周囲とは不調和な人物であり、暴力をもって騒乱

を起こした大塩平八郎と、歴史には名前も登場しない

が困窮した民に私財を分け与えた人達とどちらが素晴

らしいのかを考えて頂きたいと思います。

終わりに、イメージは後世勝手に作られてしまいま

すので、資料がある以上は調査が不可欠という事をお

伝えして、本日の卓話と致します。

ご静聴ありがとうございました。

仲田正之氏

江川坦庵公と周辺人物のイメージ

昨年の大河ドラマ「八重の桜」の主人公、山本八重

（新島八重）を綾瀬はるかが演じ、かつては栗原小巻

や田中好子が演じたこと事で、実在の人物とは関係な

く山本八重は美人のイメージを持ちますが、容姿は簡

単に言えば、“森山中”に近いのが実際です。

それと同じように一般的な歴史上のイメージは、後

世事実を歪曲して記録された物が後世に伝えられる事

が多々あります。

一例をあげれば、老中田沼意次と言えば賄賂政治

で私腹を肥やした悪徳政治家のイメージですが、事実

前々に

今に

出席総数

24／31名

24/314

出席率

77.42％

77.42％

ﾒークアップ

26／31名

会員総数

修正出席蕊

83．87％

32名
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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=、

田洪頴

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

斉唱「奉仕の理想』SAA:(司会)小島昭男(SL)古藤田博澄福田儀市

くお願いいたします。

・6月10日の例会は、3日に報告できなかった委員会の

報告と会長に今年度総括をしていただきます。

・6月17日は変則ではありますが、竹村次年度会長に次

年度の基本方針を発表していただきます。これは通常

7月第1週に会長が基本方針を発表しますが7月15日に

ガバナー公式訪問があり、そのため7月1日にガバナー

補佐が来訪され今年度の方針等を話されるためこのよ

うになりました。

・6月24日は新旧役員交代会です。

※当クラブの予定

・先週も報告しましたが来週5月27日に伊藤アシスタン

トガバナーが挨拶に来訪されます。

・当クラブのクールビズを6/1から9/30の間実施します

のでよろしくお願い致します。

会長挨拶 会長竹村淳一郎

先週の日曜日に、狩野川漁霞

による狩野川一斉清掃が行われ、

漁協組合員総代の一員でもあ琴

ますので参加いたしました。昔

と比べるとごみの量は減って庭

いるものの、ポリ袋一杯のゴミ

P

があちこちに捨てられていて、

マナーの悪さがやはり散見されました。人のマナーに頼

るのは限度があるようです。

5月14日には、アユの試し釣りが行われ、平年並みに

釣れたようですので、今年の釣果も作年並に、漁協の決

算は黒字になってくれるのではと、期待しているところ

です。組合員も高齢化、後継者不足で、減っていくばかり、

将来に不安がつのります。狩野川は水の絶えることは見

たことも聞いたこともありません。皆さん、自然豊かな

狩野川に足を運んでください。狩野川を大事に致しまし

ょう。解禁日は5月24日（土）です。

、
凶【ポーﾙポーノ ･八リス･フェロー認証
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慶事報告
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入会記念日

奥様誕生日

結婚記念日

･紀平幸一

･長友範充

･梅原一三

5月22日

5月21日

5月25日 漬村真由美さん

国きました。竹村会この度RIから認証を受け表彰状が届きました。

長から授与されました。【幹事報告 幹事中山博司

※ポール・ハリス・フェローとは

国際ロータリーのロータリー財団に1,000米ドル以

上の寄付をした人を称える認証です。表彰状とピン

が贈呈されます。

《例会場．及び時間の変更》

･三島RC5月21日（水）夜間例会リオ

※次回例会の予定

・次回5月27日は土屋源由会員の卓話です。

･5月が終わりますと、今年度の最終月となりますので、

予定をお知らせ致します。次々回6月3日は各委員会の

実績報告です。各委員長さん必ず出席して報告お願し・

します。できるだけこの週に報告を進めたいので宜し

報告イルスマ 委員長石井政一

☆玉置：なんとなく。

(本日のスマイル合計10,000円
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【|出席報告 ：
■

【委員会報告

◆新世代委員会委員長水谷隆一

6月13日（金）16時より、伊豆総合高校IAC定例会

です。本年度最初の定例会です。ご都合付く皆様、宜

しくご参加下さい。

◆タイ国訪問について

今年も（トンブリRC表敬訪問十チエンライ・ホイ

マッケン小学校訪問）を計画しました。まだトンブ'J

RCに行ったことのない方やチェンライヘ行ってみた

い方、是非一緒にタイへ行きませんか。

・行程2014年6月25日（水）～29日（日）

詳細については中山幹事迄お問い合わせ下さい。

’

今回の欠席者：雨宮､木内､田島、土屋(源)、土屋､約

藤田、侭田、水口、山口

前々回のMU者：梅原(4/6地区協）

土屋(龍）（4/6地区協）

潰村（4/6地区協）

山口（4/26米山記念館）

土屋(雄）（4/30三島）

【卓話
、
４

匡一可

一般廃棄物とは

一般廃棄物は、産業廃棄物以外の廃棄物をいいます。

つまり、その時々の廃棄物処理法で産業廃棄物とされ

た物以外を言うわけです。

現時点での一般廃棄物は、主に家庭から排出される生

ごみや粗大ごみなど（家庭系一般廃棄物）を言います。

そして、オフイスから排出される紙くずなどの可燃物

やレストランなどの飲食店から出る生ゴミなど事業活

動に伴って排出されるもの（事業系一般廃棄物）も該

当します。

一般廃棄物は各市町村が処理責任を負っていて、それ

ぞれ廃棄物処理計画に従い、収集・運搬し、及び処分

するとされています。

産業廃棄物とは

事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、

廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、その他

政令で定める計20種類の廃棄物です。

産業廃棄物は、一般廃棄物と違い各市町村ではなく、

排出事業者に排出者責任があります。そのため、各事

業所では産業廃棄物の処理･処分の許可を有する処理

業者へ委託するのです。

ゴミの種類

1．燃え殻

2．汚泥

3．廃油

4．廃酸

5．廃アルカリ

6．廃プラスティック

8．金属くず

9．ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず

10．鉱さい

11．がれき類

12．ぱいじん

13．紙くず

鈴木正紀

産業廃棄物ってなに？

廃棄物とは、私たちの日常生活に伴って発生するもの

で、ゴミ等の汚物や自らが利用したり他人に売却する

ことができないために不要になった無価物をいいます。

この廃棄物を規制する法律に「廃棄物の処理及び清掃

に関する法律」があります。

この法律で廃棄物とは「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、

汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体

その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状の

ものをいう」と定義されている。ただし、放射性質及

びこれによって汚染されたものを除きます。

具体的にいえば、工場や自動車から出る排ガスのよう

な気体状のものや原子力発電所等から出る放射性物質、

土木工事に伴って排出される堀削土砂等は法律上の廃

棄物から除外されます。

産業廃棄物と一般廃棄物

廃棄物は、「産業廃棄物」と「一般廃棄物」に大別さ

れており、企業の事業活動に伴って発生する廃棄物や、

建物の新築、解体や建設現場から出る廃棄物を産業廃

棄物といい、家庭の台所から出る生ゴミや生活ゴミを

一般廃棄物といいます。

r~-．

企業､工場､建股現場から出るゴミ

震蕊嬢懲遮
家庭から出る生ゴミや生活ゴミ
一般廃棄物

_‘=蝿幾

前々便

今厄

出席総数

22/314

22／31名

出席率

70.97％

70．97％

ﾒークアップ

27／31名

会員総数

修正出席蕊

87.1％

32名



木くず

繊維くず

動植物性残さ

家畜ふん尿

家畜死体

政令第13号廃棄物

1000万円以下の罰金又はこの併科、さらには法人等

に対して3億円以下の罰金といった厳しい罰則が設け

られています。

また、未遂行為についても同じ罰則の対象となります。

４
５
６
７
８
９

１
１
１
１
１
１ 家庭等から排出された“廃棄物”（事例としては、紙

類、段ボール、雑誌、弁当ガラ、ポリ袋、包装箱、

板きれ、杭、丸太、木片、稲木、棚、机、繊種、その

他のごみ等）を、空き地や田畑で焼却した行為も罰

則の対象となります。

事業活動とは

産業廃棄物と関連して、事業活動の区分も知っておい

たほうがよくなります。

事業活動とは、製造業や建設業などに限定されません。

オフィス・商店などの行う商業活動や地方自治体、学

校などの公共活動、地域の任意団体も含めた広い概念

となっています。

廃棄物か否かの判断は

また廃棄物か否かの判断は、「占有者が自ら利用し、

又は他人に有償で売却することができないために不要

になった物をいいます。

これらに該当するか否かは、その物の性状、排出の状

況、通常の取扱い形態、

取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案し

て判断する｣という考え方となっています。

沼津の産廃不法投棄:県が代執行、処分着手／静岡

毎日新聞2013年01月23日地方版

沼津市西野の愛鹿山のふもとに廃プラスチックなど不

法投棄された大量の産業廃棄物が放置されている問題

で、県は22日、放置した業者に代わって一部を処分

する行政代執行に着手した。

県くらし．環境部の伊熊元則部長が午前10時、現場

で代執行の開始を宣言すると、工事を請け負う建設業

者が重機の搬入などを始めた。

県廃棄物リサイクル課によると、沼津市の廃棄物処理

業者「スルガ産業」〈08年倒産）が00～04年に不法

に投棄した廃プラスチックなどの産業廃棄物約23万

立方メートルのうち、約1万8000立方メートルを搬

出する。斜面の崩落を招きかねない特に危険な箇所を

取り除くことが主な目的で、原状回復まではされない。

工期は14年2月までの予定で、工事請け負い価格は

5億5335万円。工事終了後に費用が確定し次第、業

者の元社長の女性らに請求する。業者はすでに倒産し

ており、回収は困難視されている。同課によると、不

法投棄は04年に発覚。

県内の不法投棄事件の中で今でも過去最大の規模。

県は11年に、元社長らに撤去を命じたが、資金不足

を理由に履行困難とされ、今月18日に行政代執行を

決めていた。

“

ごみの野外焼却は禁止されています

平成13年4月から廃棄物（ごみ）の野外焼却が原則

禁止されています。

これにより、

①法に定められた処理基準に従って行う廃棄物の焼却

②他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の

焼却、

③公益上もしくは社会の慣習上やむを得ない焼却又

は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄

物の焼却として政令で定めるものを除いて、廃棄物の

焼却が禁止されています。

なお、違反した場合には、5年以下の懲役若しくは

岬
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週報第2353回例会

2014.527(火)19:00於ﾎﾃﾙｻﾝパﾚー 富士見
一口一

AFC女子アジアカップ優勝

2013-'!4Rl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

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
会報委員会鈴木正紀小島昭男古藤田博澄水谷隆一 TEL<055>947-3100FAX<055>947-0564

SAA:(SL)古藤田博澄（司会)福田儀市 斉唱「それでこそロータリー

【慶事報告【
、
』会長挨拶 会長竹村淳一郎

先週土曜日、第一回会長幹事

会が開かれました。7月1日ガ戸

ナー補佐の訪問と同月15日ガ戸

ナーの公式訪問が予定通り行た

れること、IMが2月14日御殿場

高原ホテルで開催されること、

長泉RC創立30周年が2015年号
11農

P

・福田儀市5月27日会員誕生日

・竹村淳一郎5月29日会員誕生日

・鈴木正紀5月27日奥様誕生日

・山口和拡5月24日結婚記念日

《誕生日の一言》

福田儀市：目に青葉山ホトトギス初ガツオ、この5

月が大変好きです。

戦前は祝日でした。日本海軍がバルチック艦隊に戦勝

したおめでたい日です。

いつのまにか会合で一番年上の機会が多くなりました。

ロータリーの先輩を目標にしています。宜しくお願い

します。

竹村淳一郎：5月29日で63歳となります。いつの間に

かこの歳になっておりました。人生が何かまだ解って

おりませんが、今は次年度も会長を務めさせて頂くこ

とだけ肝に命じております。皆様よろしくお願い致し

ます。お祝いありがとうございました。

月15日米山記念館ホールで行われることなどが確認さ

れました。また、地区研修・協議会におきましてロー

タリー寄付について、話し合われ結論なく持ち越され

たことについては、各クラブの考えで判断することに

なりました。

・地区負担金についてRI人頭分担金は､US$54/人・年

・規定審議会年次賦課金US$1/人・年

・地区資金負担金￥20,000／人・年についてはクラブ

から払い込む

地区目標

・富士山世界遺産、維持地区活動応援に500円の寄付

・米山梅吉記念館へ500円／人の寄付

については、クラブの判断で寄付をする申し合わせと

なりました。米山記念館寄付につきましては移動例会

を記念館で行う予定を立てていますので、その際皆様

からの寄付をお願い申し上げたいと考えております。

次年度予算につきましては会員の減少によりまして

厳しさが増してきましたので、寄付の増額等は前年並

み程度で収まるようにしたいと考えていますのでよろ

しくお願いいたします。また、7月に入りますと地区の

研修事業が間もなく開かれるようです、担当委員長様

よろしくお願いいたします。6月、7月はスケジュール

が立て込みますがよろしくお願いいたします。

ヴー
ヒ

【幹事報告幹事中山博司
伊藤アシスタントガバナー、事務局の望月さんよう

こそいらっしゃいました。1年間ご苦労様でした。お二

人にはたくさんお世話になりありがとうございました。

《例会場．及び時間の変更》なし

※今後の例会予定

・次回6月3日の例会は、各委員長による実績報告です。

．次々回6月10日の例会は、6月3日報告できなかった委

員会の報告と竹村会長の総括です。委員会実績報告は

この2週で終了したいと思いますので、都合の悪い委員

長がありましたら必ず副委員長にお願い致します。

･伊藤雅之アシスタントガバナー（長泉RC

･望月義明AG事務局（長泉RC)

■職長ﾃー ﾏ｢ﾛー ﾀﾘー を実践しみんなに豊かな人生を」

【ビジター･ケスト
両
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出席総勢 出席率 ﾒークアップ

前々に 24/314 77.42％ 24／31名

今厄 27／31名 87.1％ 会員総委

今回の欠席者：小島、田島、水口、水谷

前々回のMU者：なし

修正出席難

77.42％

324

ロスマイル報告 委員雨宮演邦

☆侭田：5/20クラブより後援をいただきました、ブ

ロアマ大会が無事終了。ありがとうございました。

☆雨宮：会が終わっていつもお風呂を頂いています。

ありがとうございます。RCのお蔭です。

☆石井：長泉RC、伊藤様・望月様ようこそ。いらっ

しゃいませ。

☆紀平：静岡県医師会副会長に再任されました。又2

年ご迷惑をおかけします。

☆藤田：劇団いず夢6月公演に御後援頂きありがとう

ございます。

タイトルは「ホテル・セメタリーヘようこそ」

セメタリーとは墓場の意味です。

☆土屋（龍）：なんとなく

（本日のスマイル合計18,000円）

1

【ごあいさつ 」

静岡第二分区アシスタント・ガバナー

伊藤雅之氏
御礼（一年を振り返って）

何度か訪問させていただいた中で、貴クラブが｛未

来の夢計画｝のプロジェクトとして、伊豆箱根鉄道沿

線の清掃奉仕、これには支援しているインターアクト

クラブのメンバーも参加していたこと、また、タイ友

好クラブとの絶え間ない交流等知ることが出来、大変

感銘を受けました。

更に志田ガバナーが公式訪問を含め、2度の例会に

出席されたこと。RID2620にある70数クラブの中で、

唯一のことです。その折には、竹村会長、中山幹事を

はじめ、皆様には大変お世話になりました。

「ロータリーってなに？」と聞かれたことはありませ

んか？

「ロータリーの理念とは?」「職業奉仕とは？」「超

我の奉仕とは？」

一・

彦』

是非一度、考えてみてください。私はそれぞれの違

った考えがあってもいいのではと、思っています。

ニーチェの言葉集めた『超訳、ニーチェを読む』と

いう本があります。直訳でもなく、意訳でもない、超

訳である。訳者の考えが反映されているため、原訳か

らは少し離れているかもしれない。

｛生き方について｝こんな言葉がある。

「原訳」

願わくは『…の為に』を忘れよ、そなたたちが何事

をも、『…の為に』とか『…の動機で』とか『…の理

由で』とかいった条件付でなさないことこそ、まさし

くそなたたちの徳の欲するところだ。

「超訳」ではこれが、

どれほど良いことに見えても、『…のために』行う

ことは、卑しいことだ。誰々のためであろうとも、な

になにの為であろうとも、それが失敗したときに、相

手世事情かなにかのせいにする心がうまれる。うまく

いったときには、自分の手柄だとする‘慢心が生まれる

からだ。つまり、本当は自分のためにだけ行っている

のだ。けれど純粋に能動的な愛から行われるときには

『…のため』という考えもでてくることはない。

こう読んでみるとニーチェの言葉は、ロータリーの

精神に近いのではと思えてくる。

なかなか理解できない『超我の奉仕』とはこういうご

とではないかと思ったりするのは、不思議だ。

今年度一年間、ご協力ありがとうございました。

貴クラブの益々の、ご発展を心より祈念申し上げます。

静岡第二分区AG事務局

望月義明氏

アシスタントガバナー事務局として、伊豆中央RC

の皆様方、とくに竹村会長、中山幹事には、第2分区

のロータリー活動にご協力いただき誠にありがとうご

ざいました。

個人的なことですが、先々週、嬉しいことがありまし

た。私の長男がアメリカ・コロラド大学を卒業で、．

匠司

r戸．
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ロラド州デンバーに行って参りました。息子に会うの

は、7年ぶり、コロラドに来たのは、17年ぶりでした。

1996年、野球の野茂英雄投手がロスアンジェルス・

ドジヤースヘ移り大活躍をしました。当時、ロスで仕

事をしたときに、日系アメリカ人のトムが、彼の大活

躍で自分たち日系人がまともな人間に扱われてなかっ

た事が一転して仲間になれたことを喜んでおりました。

翌年このデンバーのクワーズフィールド（野球場）で

野茂英雄投手が、コロラド・ロッキーズを相手にノー

ヒットノーランを達成したことを思い出しました。今

回、その思い出のクワーズフイールドヘ出かけたとき、

球場の正面玄関に大理石の上に野球選手のブロンズ像

【卓話

I

テーマ「議員の活動・視察について」

1，議員活動について

・本会議（年に4回）

代表質問・一般質問など、議案の審査

・委員会（閉会中も事務調査を実施）

決められた範囲の調査を実施

・普段の活動（目に見えない様々な活動〉

控室での調査、出先機関の情報収集など

2，県内視察・県外視察・海外視察

土屋源壷

がありました。よく見ると大理石には、ロータリーマ

ークが彫られておりデンバーロータリークラブとあり

ました。裏には、SERVICEABOVESELF(超我

の奉仕）と大きくあり、デンバーロータリークラブの

100周年事業であることが判りました。周年事業の時

に、何をするかの前に、ロータリー精神を世間に広く

伝えるために何をどうしたらよいかから出発したのだ

と思います。私の超訳ですが。

今年度一年間、ご協力ありがとうございました。こ

のご縁を大切にしたいのでどこかで見かけましたら「お

い」「やあ」と声をかけていただくと幸せであります。

たいへんにありがとうございました。

・視察の種類

1）県議会の派遣（公務）

2）会派による視察

3）議員連盟等による視察

4）委員会の視察

5）個人・グループの視察

3，海外視察（中国への議会派遣）一週間の日程

・杭州アスモ…自動車モーター、カワサキ機工

…製茶機械

・大連ジェトロ大連…経済調査、焼津水産化学工

場…天然調味料

・上海上海高島屋…百貨店、ヴィノスやまざき…

ワイン小売り

花寅…生花生産・製造など

4、この一年間の視察

・ベトナム（会派県外視察）

・韓国（観光産業振興議員連盟)IR議連

・北海道（くらし環境委員会）

・四国・九州（防衛議員連盟）他


