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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2313回例会

2013.7.2(火)19:00於ﾎﾃﾙｻﾝバﾚー 富士見
シカゴ・エバンストンロータリー本部

2013-'14Rl会長ロンD.バートンガパナー志田洪顧

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)福田儀市侭田和義小島昭夫斉唱「奉仕の理想

【会長挨拶
理事・役員の方は隣室にお集まり下さい。

6月30日に三島RC会員、河辺和年君がお亡くなりに

なりました。

今年度慶事の記念品は、結婚記念日にご夫婦で食事

に行ってもらおうと思っています。

お店を選んでいますので次週には発表いたします。

会長 会長竹村淳一郎

2013～2014年度会長に指名

され本日より会長の職務を行う

ことになりました、竹村です。

:窯熱禦［

P
L

r咽 【出席報告≦委員長玉置敏

はありますも不行き届き、問題が多々あるかと思いますが、

その際には皆様のロータリーの友'情でご指導の程よろ

しくお願い致します。

先日、日経新聞の夕刊に明日への話題というコーナー

が有り、無用の用についての話が載っていました。

近年、大学も世間と無関係での自由奔放な研究が許さ

れなくなっている。研究費を投じたならば相当の成果

を示せ、さらにどのような商品化につながるか示せ、

といったことが求められている。

無用の用には用はない、費用対効果、などと問われ

るとはっきり答えるのは難しい。人文科学や社会科学

の研究はそういうものなのだ。しかし国の文化とはそ

うした｢無用の用｣を、つまり目には見えにくいが将来

大化けするかもしれない、基礎的、野心的な研究をど

れだけ支援できるかにかかっているように思う。とい

う話題でした。では、ロータリーの活動はどうでしょ

うか。社会に働きかける活動は無用の用ではないのかな、

と考えましたが、皆様は如何が、お考えになりますか。

今回欠席者：土屋(雄)、浜村、侭田、水谷

前々回のMU者：小林(6/7せせらぎ三島）

土屋(雄）（6/26せせらぎ三島）

雨宮（リスボン国際大会）

ｽマイル報告 委員長石長 石井政一？
☆竹村：ロータリーの事、未だによく理解できていま

せん。皆様のご指導とご協力をお願い致しまして、

一年間務めさせて頂きたいと思います。よろしくお

願い致します。

☆中山：一年間よろしくお願い致します。

☆藤田：劇団いず夢の公演は大好評でした。新しい執

行部の皆様のお力で是非再演の機会を作って下さい。

☆雨宮演邦：お陰様で世界大会に参加してまいりまし

た。無事帰ることができました。いろいろありがと

うございました。

☆土屋(龍）：山口さんお世話になりました。

☆中山､竹村､飯田(鍵)､石井：長友前会長､タイのDVD

ありがとうございました。

☆勝呂､飯田(晃)､玉置､山口､小林､田島､萩原､長友､梅原、

大川､土屋(源)､水口､紀平､小島：竹村会長、中山幹事が

んばってください。 （本日のスマイル合計41.000円）

幹事報告 幹事中山博司

蕊蕊妻曲

q職長ﾃー ﾏ｢ﾛー ﾀﾘー を実践しみんなに豊かな人生を」

前々回

今回

出席総数

25／32名

27／31名

出席罫

78.13%

87．10％

ﾒークアップ

28/32̂

会員総謝

修正出席率

87．50％

32名



1.会員基盤の維持拡大

効果的なロータリークラブとなるためのすべての

前提条件です。

会員増強50周年に50名の目標が掲げられていま

す。難しい数字ではあるかと思いますが会員あっ

ての伊豆中央ロータリークラブです。是非増強致

しましょう。会員維持におきましては今皆さんに

は、ロータリーの心と友情があふれていると感じ

ています。これからもこれをもっと育んでいって

戴きたいと思います。

2.100パーセント出席例会をたまには開きましょう。

そして有意義な会の運営を行い、また、炉辺会合

や､テーブル会､多様な親睦会の展開を実施して、

ロータリーの友'情を深めて戴きたいと思います。

3.地域社会に適した奉仕プロジェクトの計画、実施

伊豆総合インターアクトとの連携した新世代奉仕

の強化、伊豆総合高校とNPOサプライズと連携し

た財団交付金申請に伴う地域社会奉仕プロジェク

ト実施。

4.伊豆中央ロータリークラブのホームページの制作。

・広報、会報その他委員会と連携し地域社会への効

果的な広報。

・クラブ内情報の受発信、共有できるようにして頂

きたい。

5.米山記念奨学生受け入れクラブとなりました。も

う皆さんよくご存知の李暁鴬《さんを受け入れるこ

とになり、土屋雄三君にカウンセラーになっても

らいました。クラブ全員がカウンセラーになった

つもりでフォローしていきましょう。

、
４委員会報告

◆新 世代委員会副委員長梅原一三

本年度、第2回伊豆総合高校IAC定例会が7月12日

（金）16時より開催されますので、御都合の付く会員

の皆様のご参加よろしくお願い致します。

今年度基本方針

会長竹村淳一郎

本日は皆様に2013～2014年度会長として、基本方

針を示す日であります。先日クラブ協議会におい

て、次年度計画を述べさせて頂きましたが、その内

容とダブリながらですが述べさせて頂きたいと思い

ます。実は、この日の来るのを私は昨年から一日過

ぎるごとに、背中に重石が重なっていくように感じ

てきました。長友前会長と田島前幹事の二人は三月

ころから顔の表情が明るくなっていくように見えた

のは私だけだったでしょうか。

48年の歴史ある伊豆中央ロータリークラブの会長に

就くことになりましたが、とてもこの重責を全う出

来うるのか不安でいっぱいです。精神誠意一年間頑

張る所存です｡どうぞ皆様方のご理解とご支援を頂き

ながら一年間御協力のほどよろしくお願いします。

3月のPETSで志田ガバナーがエレクトとして我々

に熱くロータリーの思いを語られました。アメリカ

での研修内容を一年かけて伝えたいと仰っていまし

た。日本のロータリーは世界において主流である中

核として孤児ではない。金額においても人数におい

ても2番であると強く言っておられました。本年度ロ

ンD・バートンRl会長のロータリーのテーマは「ロー

タリーを実践しみんなに豊かな人生を」です。そ

して2620地区志田洪頴ガバナーは、同じテーマを掲

げました。私も皆様と共にこのテーマに向け一年間

励みたいと思います。

次に戦略計画についての説明でした。2011年11月

より、StrategicPlanの訳は長期計画から戦略計画と

変更されました。戦略計画には3つの優先項目と16の

目標が含まれています。

当クラブにおきましは、今年度は大きな事業は予定

されていませんが、2年後には、クラブ創立50周年を

迎えます。周年記念事業の準備を始めることや、財

団交付金のプロジェクト実施。IACの更なる発展継

続、友好クラブ訪問受け入れ等の事業が予定されて

います。そして本年度も昨年度同様クラブ体質強

化、特に「会員基板の維持拡大と内部充実」を主眼

にしていくことがわがクラブが迫られている課題で

あると感じております。昨年度には新長期計画が策

定されました。これを念頭に置き、次の項目を具体

化したいと思います。

一

庁一一

写真はサグラダファミリア聖家族教会

第104回国際大会に参加して

ポルトガルは、種子島以来（1542年）の友好の歴史

がありました。平世の各国から人類の平和を求めて、

リスボン大会へ3万人もの人々が集いました。

その熱意こそ必ず世界平和を実現することと確信いた

しました。雨宮演邦
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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2314回例会
2013.7.9(火)19:00於ﾎﾃﾙｻﾝバﾚー 富士見

ロータリー本部（シカゴ・エバンストン）
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
会長

会報委員会

ロンD.バートンガパナー志田洪頴

竹村淳一郎幹事中山博司

鈴木正紀小島昭男古藤田博澄水谷隆一

SAA:(SL)古藤田博澄福田儀市儲田和義（司会)小島昭夫 斉唱「それでこそロータリー

【 【
ヨマ

ニ

会長挨拶 慶事発表会長竹村淳一郎

昨日、東海地方が梅雨明けし

たそうですが、同時に真夏日が

訪れています。皆さん熱中症に

ならぬようご注意をお願い致し

ます。

6月22日、富士山が世界遺産

になりました。皆さん･世界遺産

･鈴木正紀

･玉置敏

･梅原一三

･中山博司
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0 【幹事報告 幹事中山博司

《例会場及び時間の変更》

・三島西RC7月11日（木）夜間例会ブケ東海三島

（三島西RCは今年度から例会場が変わりました。）

・三島RC7月17日(水)夜間例会リオ

※次回例会および当クラブ予定

・次回例会：7月16日伊藤雅之アシスタントガバナー

が来訪されます。（今回は、挨拶だけです。）

会員卓話は浜村真由美会員です。

．次々例会：7月23日は総会・前年度決算報告です。

残った時間で先日行ってきましたタイ訪問の報告を

長友前会長がします。尚例会が特別休会と夏季家族

会と変則になりますので、23日例会後第2回理事会

を開催します。

・7月30日は特別休会です。8月3日は‘恒例の「夏季家

族会｣韮山狩野川まつりで、千歳橋下流の河川敷で

す｡会員とご家族のご参加をよろしくお願い致します。

※その他

・前回の理事会で市田会員は今年度中、出席免除とな

りました｡出来る限り出席して欲しいと連絡をします。

・本年度､第2回伊豆総合高校IAC定例会が7月12日(金）

16時より開催されます｡出欠表を回覧しますので､ご

都合のつく会員の方の参加よろしくお願いいたします。

・先週お話した結婚記念日に食事するお店の件は前も

って中山に連絡いただければお店に話をしておきま

すので、どこのお店でも結構ですので自分で選んで

ください。なお、本日の卓話の時間は、クラブ協議

会です。各委員会の今期計画を委員長の方々から発

表して頂きます。

になりました。皆さん世界遺産についてご存じだとは

思いますが、私はよく知りませんでしたので少し調べ

てみました。

ユネスコ（国連教育科学文化機関）の「世界の文化

遺産及び自然遺産の保護に関する条約」（世界遺産条約）

に基づき、その条約締結国から提出されたリストの中

から、ユネスコ世界遺産委員会での審議を経て登録さ

れる。一国にとどまらず人類全体にとって貴重なかけ

がえのない財産他界遺産条約履行のための作業指釧。

英語ではWorldHeritageと表記する。

1950年代後期から1960年代、エジプトのナイル川

中流部にアスワン・ハイ・ダムの建設が計画され、そ

れによって水没するヌビア地方の古代遺跡を保護する

ために国際プロジェクトが立ち上がったことが、契機

となり、1972年に世界遺産条約が締結された。世界

遺産の登録基準は、10項目あり、6項目が文化遺産、

4項目が自然遺産である。世界遺産に指定されとても

喜ばしいしいことですが、観光で人が増えすぎたりし

てこれからは、遺産が破壊されないよう後世に残して

いかなければなりません。皆さんで見守って戴きたい

と思います。

参

1ゲｽﾄ 】･ビジターゲ

･大村勝之さん、梅原英之さん、井出実さん（野球連

盟田方支部）

･高田聡さん（沼津柿田川RC)

兵藤弘昭さん（せせらぎ三島RC)

■R陰長ﾃー ﾏ｢ﾛー ﾀﾘー を実践しみんなに豊かな人生を」、



リー・コーディネーター）による「日本ロータリー

の未来がかかる会員増強維持活動」と題した講演が

ありました。

多田さんが入会時は日本のロータリー会員は7

万人だった。バブル期には13万人だった。現在9

万人弱。Rlは10万人にしたい。200か国、地域を

一つの価値観で統一は不可能である。ロータリーは

哲学である。理念・本質は各クラブで価値観を考え徹

底した議論の展開をしてほしい。

皆さんは手続要覧を読んでいますか。しっかり読ん

でほしい。

10年間神田ロータリーは携帯灰皿を配り続け千

代田区へ行き、禁煙条例を作らせ広がっていった。

こういう見えない奉仕活活動をやってきた。

決め事も多数決で決めても時として、負け側が、脱

会してしまうこともある。そのようなことが起きなヤ

ようにしてください。義理と欲で入会し2～3年で辞

めたくなる、ハードルが高く入会すれば辞められな

い。

ロータリーの友4月号掲載の当地区大先輩安部ﾉ．‐

ストガバナー（96歳）の御意見は実に的を得た御意

見である。是非読んでください。と結びました。

研修を終え、私は、個々人がロータリーの理解の為、

日々勉強が必要であり、そのロータリーに対する情熱

と感動、特に自分が感動したことをもって増強に向か

わなければならないと、思いました。

【鎚席雛 委員長玉置敏

今回の欠席者：土屋(雄)､木内､紀平､土屋(龍)､萩原、

福田､水谷､山本

前々回のMU者：雨宮（リスボン国際大会）

【陸ﾏ舗臓告 委員雨宮演邦

☆田島：先日のゴルフコンペで初めて「ドラコン賞」

をいただきました。川奈ホテルゴルフコース大島

コース9番でした。

☆山口：昭和9年現三島駅落成にあわせ始まりました

第78回源氏あやめ祭が無事終わりました。ありがと

うございました。

（本日のスマイル合計14,000円）

戸
惰

ごあいさつ

’ ◆チャリティー金寄付前広報委員長山口和拡

6月25日最終例会で実施したチャリティーオーク

ションの売上げ金60.000円を昨日、静岡新聞「愛の都

市訪問」基金にお届けしてまいりました。皆様の御協

力に感謝申し上げます。

I

塁豊

L一野球連盟田方支部

大村勝之さん、梅原英之さん、井出実さん

毎年の事ですが、少年野球と云うスポーツに絶大な

る御協力、御声援心から御礼申し上げます。第31回選

抜少年野球田方大会の開催が予定されております。優

勝旗も新しくなり田方チームが取るつもりでしたが、

他支部（三島支部）に持っていかれてしまいましたの

で、今度は何としてでも田方に戻してほしいと子供達

に話した所です。

一

【 |雲員会報告一
ヨ

【ｸﾗブ協議会
◆地区会員増強・維持研修セミナー

竹村淳一郎

士屋龍太郎増強維持委員長と二人で参加して来まし

た。志田ガバナーによる開会点鐘に続いてガバナー挨

拶。世界大会終了後リスボン空港では空港ストライキが

あり最後の人たちは数日遅れの帰国になったそうです。

東京神田RC多田宏様（アシスタントローダ

今期計画発表

クラブ管理運営委員会、親睦・友好委員会、出席委罵

会、会報委員会、プログラム委員会、SAA(会場監

督）、新世代委員会、米山委員会、ロータリー財団委

員会

以上計画書により発表し、協力を求められた。

前々回

今回

出席総数！

27／32名

23／31名

出席率

84．38％

74．19％

ﾒークアップ

28／32名

会員総数

修正出席率

87．50％

32名
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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
ROTARYCLUBOFlZU－CHUO

週報第2315回例会
2013.7.16(火)19:00於ﾎﾃﾙｻﾝバﾚー 富士見

シカゴ・エバンストンのロータリー本部

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
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SAA:古藤田博澄（司会)福田儀市侭田和義小島昭夫(SL)水谷隆一斉唱「我等の生

、
』 q慶事発表

1 】【会長挨拶 会長竹村淳一郎

本日は伊藤アシスタント黄

バナー、事務局の望月さんよ

うこそいらっしゃいました。

後ほどご挨拶をお願い致しま

す。7月12日には、インター

アクトクラブ例会に参加の皆

･萩原真琴7月2日入会記念浸

･福田儀市7月21日入会記念三P
‐詞

【 幹事報告，幹事中山博司
＝

《例会場及び時間の変更》なし

※次回例会および当クラブ予定

①次回例会：7月23日総会・前年度決算報告です。

終了後長友直前会長にタイ訪問の報告をしていただ

きます。なお例会終了後第2回理事会を開きます。

②次々回例会：7月30日は、特別休会です

③8月3日は恒例の「夏季家族会」韮山狩野川まつりで

す。千歳橋下流の河川敷です。会員とご家族のご参

加をよろしくお願い致します。8月6日は、8月3日

への例会日変更ですので休会です。お間違えないよ

うによろしくお願い致します。

※その他侭田会員より業務都合により2ケ月休会の

申請があり受理しました。

様、有難うございました。また、土屋龍太郎君には、

提唱した経緯、認証伝達式のこと、今後の活動に対す

る期待、IAC理解促進に関しての卓話をして頂き、大

変有難うございました。この1年、皆様の御協力お願

い致します。

タイ、トンブリロータリークラブ、ビチャイ・マノ

さんから、先日wcs事業への参加依頼ファックスがあ

りました。この件に関しましては、後ほど、皆様に御

検討戴きたいと思います。

先日16日（日）、伊豆の国田中郷広瀬神社の御田

植祭に参加してきました。神社の御祭神は、三島溝職

姫命（みしまみぞくいひめのみこと）がお祁りされて

います。延喜式神名帳に従一位度瀬明神とある式内社

だそうです。創建年月は天平5年（733年）と言われ

ています。天正18年（1589年）豊臣秀吉の小田原征

伐の際、焼失し、その後伊豆国全州の勧進をもって再

興され、明治32年には県社に列せられました。ここで

行われる御田植祭は、早苗を大楠に打ち付け楠に高く

付いた事で、今年の豊作を占う大変珍しい神事です。

地元には大変珍しい行事で知らないことが沢山あるよ

うです。観光の資源になるかもしれないと思いました。

以上で挨拶とさせていただきます。

P、
L

１
Ｊ出席報告 委 山本裕二員

今回欠席者：勝呂、玉置、藤田、侭田

前々回のMU者：土屋(雄)､水谷(7/12IAC)

侭田（7/5せせらぎ三島）

、
‐
４

イル報
生
ロスマ 委員 小島昭男

、
』【ゲスト． ビジター ☆竹村、田島：ようこそ伊藤アシスタントガバナー、

望月事務局、今日はよろしくお願い致します。

☆浜村：小島先生、お忙しいところ卓話ありがとうござ

います。（本日のスマイル合計9,000円）

･小島諭医師（伊豆保健医療センター）

･伊藤雅之さん（アシスタントガバナー）

･望月義明さん（アシスタントガバナー事務局）

前々回

今回

出席総数

27／31名

27／31名

出席率

87．10％

87.10%

ﾒークアップ

30／31語

会員総数

修正出席率

96．77％

32名

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」



【法ｼｽﾀﾝﾄｶパﾅ三訪問
世の中で豊かでない人は沢山います。

易経に「恒産なければ、恒意なし」という言葉が麦

ります。ある程度の財産、収入がなければ他の人に曇

しい気持ちなどもてないということだそうです。

『みんなに豊かな人生を』という言葉をもう一度考

えてみたいと思います。

ロータリー活動を積極的に行う(EngageRotary),

自分の仕事に誇りを持ってEngageする、世の中を農

くしようとEngageする．…･･本来のロータリー精神

の奉仕に結びつくことになると思うのですが、いか力

でしょう？

「
』

塗

蜜
噌

,'I
・蛎画

可
４委員会報告新年度を迎えるにあたって

静岡第2分区アシスタントガバナー伊藤雅之

いよいよ「未来の夢計画」がスタートしました。4月

には3年に一度の規定審議会も開かれ、いくつかの提

案が採用された中で、皆様方のクラブ定款、細則の変

更を御願いすることになります。また、長年親しまれ

てきた、「ロータリーの綱領」も「ロータリーの目

的」と、変更になりました。

今年度は、ロータリーにとって大きな変革

(Change)の年になります。

変わっていくもの、変えてはいけないもの、変わっ

てない様だが実はかわっているもの

．….＜不易流行＞…・・

を、見極めながら、各クラブで対応していただける

ものと、思っています。

最近、{ThinkGlobal.ActLocal}という言葉をよ

く聴きます。世界的視野にたって、その地域の特徴を

生かして、活動していくということだそうです。

ロータリーも大きく変化しつつあります。世界には

いろいろな考え方があります。

そのようなことを理解したうえで、皆様方のクラブで

独自性を発揮して活動されること、

そのことがロータリーの多様性につながると思います。

ご存知のように今年度のロン・バートンRl会長のテー

マは{EngageRotary,ChangeLives}「ロータリー

を実践して、みんなに豊かな人生を」です。これはま

た、志田ガバナーの地区方針でもあります。

後半の部分に『みんなに豊かな人生を』とあります

が、みんなとはロータリアンを指すのでしょうか？そ

れとも…誰を指すのでしょうか？

JICA(国際協力機構)のパンフレットを見ますと、世界

に暮らす人々のうち、

.一日2ドル以下の貧しい生活を送っている人

26億人（全体の40％）

・安全な飲料水が得られない人-11億人

・5歳まで生きられない人5億人

新世代委員会委員長‘水谷隆一

7月12日IAC定例会御参加頂きありがとうございき

した。伊豆総合高校IACよりペットボトルの回収へ重

協力を頼まれました。賛同いただける方は私に申し量

て下さい。よろしくお願いいたします。
ー

心房細動で生じる脳梗塞とは

伊豆保健医療センター内科。循環器科医師

小林諭氏

1.心房細動という不整脈をご存知ですか？

2.増加する心房細動患者

3.脳梗塞発症に早く対処するためのサイン

4.脳梗塞になりやすい条件とは

5.心原性脳塞栓症予防は大きな社会問題

6.新薬のメリット・デメリット

7．まとめ

・心房細動から脳梗塞を起こすと重症化（寝たきり状

態になる場合も）しやすいため、薬物療法の煩雑さ

はありますが、かかりつけの先生とよく相談してし

ただくことが大切です。

そして、何よりも日ごろから脳梗塞を予防すること

が最大の治療法であることを知っていただければ幸

いです。

『ー←．

様々な症例に対処方法等プロジェクターによりご説琴

い た だ き ま し た 。 ．

充分な栄養を取れない人-11億人

電気が使えない人16億人（全体の25％

読み書きが出来 ない人12億人

‐利

吸誕
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週報第2316回例会

2013.7.23(火)19:00於ﾎﾃﾙｻﾝバﾚー 富士見

シカゴ・エバンストンのロータリー本部

2013-'14RI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

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:(司会)古藤田博澄福田儀市侭田和義(SL)小島昭夫水谷隆一斉唱「奉仕の理想一

【霊挨拶 会長竹村淳一郎 【慶事発表慶

今日は二十四節気の大暑だそうです。暦どおり暑い

日でした。昨日は土用の丑の日でしたが、皆さんはウ

ナギを召し上がりましたか。希少種として食べられな

くなるかもしれないと言われていますが。

先日の参院選挙では自民党が勝利し、衆参逆転現象

の解消になりました。これでアベノミクスが成功すれば

言うことはないのですが。まだまだ国の難問は山積し

ております。政治家の皆さんには頑張ってもらいたい

と思います。

イギリスではロイヤルベイビーの誕生で世界が沸き

立っているようです。お目出度い話は何であれ嬉しい

ものです。夏はまだまだ続きますので、皆さん健康に

は十分注意してください。

富士山世界文化遺産の構成資産について

構成資産とは世界文化遺産となりうる対象の「顕著

な普遍的価値」を具体的に証明するものとして選ばれ

た資産のこと。実際に構成資産とするには、対･象との

関連'性のある証明だけでなく、国から重要文化財や天

然記念物、特別名勝などに指定される必要がある。

富士山世界文化遺産の構成資産は山梨県側に16件、

静岡県側8件、ほかに両県にまたがる富士山域が1件、

計25件ある。富士山域には9つの構成資産がある。山

頂の信仰遺跡大宮・村山口登山道幌富士宮登山週、

須山口登山道（現御殿場口登山道）、吉田口登山道、

など。富士五湖。富士山本宮浅間大社始め6つの浅間

大社、御師住宅（富士講信者の宿泊施設）2件、忍野

八海、船津・吉田胎内樹型，人穴富士講遺跡白糸の滝

三保の松原、で構成されているそうです。まだ私はす

べてを訪れていませんので機会があれば皆さん、一緒

に訪ねてみませんか。

P

中峰泰生8月11日

会員誕生日 《

《誕生日の一言》中峰泰生

私は、昭和15年8月11日生まれ。当年73歳になります。

自分でも齢をとったな～と思っております。健康長寿と

言う言葉がありますが、他人の世話にならないようもう

少し長生きしたいと思っております。皆様ありがとうご

ざいました。

・石井政一7月28日入会記念日

・長友範充8月2日入会記念日

・勝呂隆7月18日結婚記念日

【幹事報告 幹事中山博司

《例会場及び時間の変更》

・三島西RC8月8日（木）→8月11日（日）です。

・三島RC8月14日（水）特別休会

．せせらぎ三島RC8月16日（金）特別休会

※次回例会および当クラブ予定

・来週の火曜日7月30日は特別休会です。

・8月3日は恒例の「夏季家族会」韮山狩野川まつりで

す｡千歳橋下流の河川敷です｡詳しくは､この後｢委員

会報告」で石井政一親睦委員長より説明があります。

・8月6日は、8月3日の例会日変更ですので休会です。

そして8月13日は、特別休会です。お間違えないよう

によろしくお願い致します。

※その他

・本日は、節約例会ですので、いつものメニューと違い

ますのでご了解下さい。毎月第4例会日を節約例会とし

ますが、行事等があります場合は第3例会日に変更とな

ります。ただし12月と6月は節約例会はありません。

・本日は例会終了後第2回理事会を開催いたします、理

事・役員の方は隣室にお集まり下さい。

今
L

【ケスゲ
･李暁劇(リギョウリン)さん米山奨学生

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



【
13日にはチェンライ山岳地域へ行き、専門学校・中

学校へ通う生徒たちに就学援助金を贈呈し、またホイ

マッケン小学校では、本・ノート等文具、サッカー

ボール、バトミントンセットなどを生徒たちに贈るこ

とができました。今回は地区wcs補助金も頂きこの

事業に役立たせていただきました。

今年度も継続している事業ですので、次回たくさん

のメンバーの参加を期待します。

出席報告 委員山本裕二

今回欠席者：木内､紀平､小林玉置､土屋(源)、藤田、

侭田、水口

前々回のMU者：木内(7/10長泉）

紀平（7/11三島西）

土屋(雄)､土屋(龍)､山本(7/21IAC)

水谷（7/2清須）

【米山奨学生米 生

】スマイル報告 委員大jll公
今叫易蝿て↑弛御簡崎かく球を選城J鋤』嘱

瀧んK宏7城･‘蝿"封細，獅跡く絢椛絢伽
州崎＃毛ノパ1椴埼ｲ砿く鰯ｲ卿ﾙろ嚇撫，

畑ｨ湖ｲ綱蹴鞠し柵嚇人瀦概撫
嚇ｬ崎嘱吋杉撚ｨ･した

Iﾖﾎｲ郷成獅"噸斗彬かく咋撚鰯‘《M7'ハ
輪K倒し了;才瀦概臓心撚鍾4諺し7鋤かﾚｵ嚇

漁榊親“を枠蝿ヶｨﾙ漁舶榊職御櫛
仙伽紺派翻り鋤ﾍｷﾝ崎河ぅ琳愈ﾙｲ胡｜ﾐ脚

術,”鉾榊側か卵桝唯

搬胤緬恥胤職雛捌蝿げ畑間帆脅
縦娩職細紬'z癖さ'く脇淵"邦鋤棚
献鍬湿〃世x,方職7隠蜘ｨ↓怖'賜方人財に‘

加荊1抑伽4‘<鋤wt脇航人捌K勅妙：
戒州胤細人荊繍"殆く入F了魂恥謝ｨ‘’

わ‘ｼf-3椛鰯が柵.以脚徽畷か1職獅減
糊撫峠ﾄ‘<鵡迩鋤釧"w加脅胤暇劫形”

湘訓'齢z扇猟〈'如釧邦
鞠制幡瓶､喝ｹ報州柵岬神伽線蝋
沸.湖神州"r…ﾅ‘鯵惣“ケソ…“-滅

灼総栃『城肺彦ﾆﾍ染椛,〃1瓶崎湾沖

協秘,鋒細ち照.今･”ﾉtw荊鞠獄撫駒、
躯f灘イイ．

‘鋤;胸:縁述遮I.fyltl拙封&且:脊釧握伽
撚人略蝿割#喉懲L極か“1.重冨吋織耐乃僅．

州峨イイライ"ｸ"駒〃鵬'淋像鰍噸
↓州1M蝋'榊碗諦腕↑‘く紛聯!鍛え/リ
伸測掬苅燐1蹄礁ｼめ河鋤ｨ榊恥燃
棚"域'逆､1，錐淋

ず灘卿掘ぅ,割ざ:,抑．

☆石井：8月3日狩野川夏祭花火大会、8月11日親睦ゴ

ルフ大会、多くの皆さんの参加お願いします。

（本日のスマイル合計13.000円） F~一コ

【委員会報告
両

◆親睦・友好委員会委員長石井政一

8月3日狩野川夏祭花火大会、8月11日親睦ゴルフ大

会、多くの皆さんの参加お願いします。

ｒ
Ｌ

司

二

総会

◆前年度決算報告

会計理事萩原真琴

決算報告、監査報告がなされ

原案どおり承認されました。

（別紙）

樗
堅4
－

【ﾀｲ訪問の報告
一

◆ 国際奉仕事業報告長友範充

「タイ・チェンライ山岳民族の子供達の識字率向上プ

ロジェクト」トンブリRCへの表敬訪問

6月12日から6月16日の5日間にわたって、我がクラ

ブで続けている国際奉仕事業である「タイ・チェンラ

イ山岳民族の子供達の識字率向上プロジェクト」と友

好クラブであるトンブリRCへの表敬訪問に行ってま

いりました。同行したメンバーは竹村会長、中山幹

事、飯田会計理事、石井委員長と私長友です。

12日にはトンブリRCの例会を訪問し、トンブリの

メンバーの方と話をさせていただきました。トンブリ

RCと伊豆中央RCとの関係も疎遠になりつつありま

す。以前は訪問する人数も多く、定期的にマッチング

グラントなどの事業も行っていたわけですが、そうい

うこともここしばらくありません。そろそろ2クラブ

または他も交えた3クラブなどで、マッチンググラン

トのような事業を行ったほうがいいのではと思いま

す。またトンブリクラブも同じ考えのようですので、

是非前向きに考えていただけたらと思います。
静職磁ﾉ麓孝

”'坪717日

前々 i'

今便

出席総数

23／3雌

23／31名

出席率

74．19％

74.19％

メークアップ

29／31名

会員総数

修正出席蕊

93．55％

32名


