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尋＆ 瀞 週報第231う回狩野川まつり花火例会面

＆一

2013.8.3(土)19:00於千歳橋河川敷

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鳥詞豆の国市古奈185-1

TEL<055>947－3100FAX<055>947-0564

2013-'14R|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:古藤田博澄福田儀市侭田和義小島昭夫水谷隆一

、
Ｊ【 コロンブス第一回探検の出発。アメリカ本土への上陸

はその2年後（1492）

フランス7月革命終わる（1830）

パナマ運河、完成（1914）

第一回全国都市対抗野球大会開催（1927）

公害対策基本法、発布（1967）

歴史には色々なことが、ありました。暑さに負けず、

日々お励みください。以上で挨拶とさせて戴きます。

会長挨拶 会長竹村淳三郎竹村淳三郎

暑い日が続きますが、皆様お変

わり無いでしょうか。

暑い暑いといえば、夏だから暑

いのは当たり前だと、言われる

人もありますが、しかし、今年

唖W

『

は殊に暑さが厳しいのではと思われます。

I恒例になりました夏の花火大会を充分楽しんで頂き、

まだまだ続きます夏を乗り切ってもらいますよう、そ

して、次の例会までロータリーの職業奉仕に日々逼進

して下さい。

今日8月3日は、何の日？

はさみの日（山野愛子さん、提唱1977）はさみ供養、

蜂蜜の日、（全日本はちみつ協同組合1985）

大宝律令、完成（701）

鑑真、唐招提寺建立（759）

北条時頼、道元を招く（1247）

【
可
４幹事報告

今回の欠席者：梅原、古藤田、土屋(龍)、萩原、浜村、

藤田、侭田、水谷、山本

前々回のMU者：勝呂、玉置(7/10三島西RC)

P

一■､

恥鯵周一.

識
ｒ
Ｌ

、
』砿銀ﾃｰﾏ「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生をｰ

前々恒

今恒

出席総数

28／31名

22／31名

出席率

90．32％

70．96％

メークアップ

30／31名

会員総数

修正出席率

96．772

32名



0第2回理事会報告回

(1)例会・会合予定（8月・9月〕

月に 曜日 会合名

7月30E りく 特別休会

8月3E 金 夏季家族会

8月13E 火 特別休会

8月20E 火 例会

8月27E 火 例会

9月3E 火 例会

9月10E りく 例会

9月17E 火 例会

9月24E 火 例会

(2)8月3日「夏季家族会」について

・親睦委員会より65,000円支出

8月11日（日）親睦ゴルフ大会

・親睦委員会より20,000円支出

2012年7月93日(火

会場 内溶

一一一一一一一一一一一一一一

千歳橋付近 韮山狩野川まつり（8/6振替）

一一一一一一一一一一一一一一
例会場 会員増強フォーラム《増強委員会〉

例会場 会員卓話飯田晃司会屋

例会場 新世代フォーラム《新世代委員会＞

例会場 会員卓話土屋雄三会長

例会場 会員卓話侭田和義会長

例会場 親睦例会

《親睦委員会》

了承

了承

(3)9月3日「新世代フォーラム」について《新世代委員会＃

・伊豆総合高校IACより中島教諭他2名出席

まだ詳細は決まってないが卓話の形にする。

(4)「田方少年野球大会」について《奉仕プロジェクト委員会》

・8月24日(土）開会式の件会長以下5人程で出席当日8：15韮山支所集合

(5)8月20日「会員増強フォーラム」について《増強委員会》

．『職業奉仕を理解して、増強に繋げよう』という話をした後討議にする。

(6)トンブリRCとのMG(マッチンググラント）について

・ここ数年トンブリRCとのMGがなかったので積極的に勧めよう。

・早船さんもその為に基金を残してくれたのだから、事業費だけでなく参加する

人達への補助も含めて

(7)その他

・伊豆日日新聞へ暑中見舞い広告依頼しました。

・SAAより「ロータリーの綱領」が「ロータリーの目的」に変わったので

ボードを買い換えました。

・侭田会員の2ケ月例会欠席の件は事後承諾ということで理事会了承

．R財団よりクラブの口座ができました。8月にR財団補助金が振り込言R財団よりクラブの口座ができました。8月にR財団補助金が振り込まれるそうです。

ロータリークラブヘの入会を勧めるパンフレットを購入しましたので利用してください

r三、

r三一．
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伊豆中央ロータリークラブ

職職惑 ROTARYCLUBOFlZU－CHUに

蕊
週報第2318回例会

2013.8.20(火)19:00於ﾎﾃﾙｻﾝパﾚー 富士見
醒貢

狩野川川遊び大会

ロンD・バートンガバナー志田洪頴

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

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ep

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

SAA:(司会)古藤田博澄福田儀市侭田和義(SL)小島昭夫斉唱「君が代」「ロータリーの目的」「我等の生業」

淳一郎：
る金木犀の苗木を育てているので、これを学校などに

配布し、分区事業として行うのは如何という提案があ

りました。以後、分区で検討していく事になりました。

8月18日には、狩野川川遊びが開催され、大勢の参

加者でにぎわいました。当クラブからは3万円の協力

金を伊豆の国市商工会へお渡ししました。まだまだ暑

い日が続くようです、皆様、お体には十分注意をして

頂きたいと思います。

【会長挨拶 会長竹村 一郎

7月23日から8月3日の花火鑑賞夏季家族会を行って

以来の御無沙汰でしたが、いかがお過ごしでしたでし

ょうか。8月3日には、石井親睦・友好委員長の段取り

で皆様充分楽しんで花火鑑賞と家族サービスが出来た

ことと思います。会員の皆様の家族での地位が回復さ

れたと思いますが、いかがだったでしょうか？

8月11日には、伊豆中央ロータリークラブのゴルフ

コンペが開催されました。続いて石井親睦・友好委員

長を始め委員の皆様には大変お世話になりました。

35度の暑さにめげず全員の皆様が最後まで脱落するこ

となくプレイされたことは、すばらしいことだったと

思っております。次回も多数の皆様で開催されますよ

うお願い致します。今回は、6月のタイ訪問の際にプ

レイした時よりも厳しい暑さだったように思いました。

8月12日は、第2分区会長・幹事会が三島で開かれ

ました。長泉RC渡辺会長から、ガバナー公式訪問報

告があり、例会前のガバナーとのミーティングで、自

クラブの状況説明、クラブのアピールを行った報告が

ありました。本年度の地区補助金での事業報告を各ク

ラブよりされました。せせらぎ三島クラブでは、放置

自伝車をタイに送る継続事業。御殿場クラブでは、小

学5年生の生徒から、自分が中学2年生になったその自

分に、未来の夢を自分へ向けて手紙を出し、それを中

2の夏休みに郵送する継続事業。長泉クラブは、少年

サッカーならぬ、少女サッカー大会事業。裾野クラブ

は事業を行わなかった、との報告でした。次に伊藤ア

シスタントガバナーより第二分区全体で共同事業を行

いたいとの提案がありました。具体的には三島クラブ

渡辺会長から、国際社会に通用する人づくり・高校生

を対象にしたディベート大会を3年計画で行いたいと

の説明がありました。また、三島クラブ久保田幹事から、

久保田さん自身が遺伝学研究所竹中教授の創り出した

三島桜・米山記念館の月桂樹・三島大社の千年を超え

【
Ｌ

【ゲスト・ビジター

･奨学金贈呈李暁鳶《（りぎょうりん)さん（米山奨学生〉

'＝
1

飯田鍵吾8月20日入会記念日

浜村真由美8月26日入会記念日

q米山運営委員委嘱状
司

ゴ

RO

1描棚rf一

~変

角ｰ一

地区ガバナーより石井政一君に地区米山委員会運営委

員委I嘱状が届きました。授与致します。

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」

慶事発表



【韓事報告 幹事中山博司
した。親睦委員長の皆様ご苦労様でした。

☆小島：8月11日は歴史に残る酷暑となりました。義

睦会ご参加の皆様、お疲れ様でした。

☆玉置：毎日暑い日が続きますが、熱中症等体調管理

に注意しましょう。

☆土屋(龍）：皆さまのご支援とご協力のお陰で、第三

回の狩野川川遊び大会を盛況裏に開催することがで

きました。改めて感謝の意を表します。藤田さん率

いる劇団「いず夢」の皆さんのパフォーマンスが記

事になりました。石井さんには、41車一台という膨

大な飲料水を提供して戴きました｡お陰様で､一人の

体調不良者も出ませんでした。熱中症対策としての

水分補給に功を奏しました。土屋雄三さんには開会

式の司会を、土屋源由さんには県議としてのご挨拶

を戴き､開会式が形になりました｡古藤田さんには、イ

カダ下りに参加(悠々下りに2艇)して貰いました。

ご協賛を戴いた皆さん、有難うございます。

（本日のスマイル合計12.000円）

《例会場及び例会時間の変更》

･三島RC8月21日（水）「夏の家族会」

※次回例会および当クラブ予定

・8月27日の卓話は飯田晃司さんの予定でしたが、伊

豆の国市副市長の鈴木好晴氏をゲストスピーカーに

お願いしました。

・9月3日の卓話は新世代のフォーラムです。内容はま

だ未定ですが伊豆総合高校より先生を含め3人の出

席者があります。

・9月10日の卓話は土屋雄三さんに変わり大川公さん

の卓話です。

・9月14日米山記念館秋季例祭の参加表を回覧します。

できるだけ参加願います。

※その他

・ロータリーへの入会パンフレットを購入しましたの

で活用してください。事務局においておきますので

必要な方はもらってください。

・8月3日花火大会の協賛金に対し伊豆の国市観光協会

会長の鴨下さんより礼状が届いています。

［
》

【
「
‐
‐
４

委員会報告

◆親睦・友好委員会委員長石井政一

25年度狩野川夏祭り花火大会が8月3日土曜日に行

われました。会員参加者22人、家族参加者18人と大

勢の参加をいただき、盛大な花火大会親睦会を楽しく

過ごさせていただきました。8月11日日曜日第1回伊

豆中央RC親睦ゴルフ大会を伊豆大仁ccで、猛暑の中

行われました。14名がエントリーし、優勝は竹村会

長、賞品バックに賞金も合わせて竹村会長と、まさに

竹村会長年度に弾みをつける大会となりました。土屋

建設（株）さんに協賛していただき、豪華な野菜セッ

ト、スイカなど景品提供いただきました。ありがとう

ございました。

伊豆大仁ccさんにはニアピン賞、参加賞などいただ

きました。重ねてお礼申し上げます。浜村さんにて表

彰式、懇親会を行いました。16名の参加をいただき、

大変盛り上がって終了する事ができました。みなさ

ん、大変お疲れ様でした。

今年は京都乙訓RCとの交流会は伊豆にお迎えする

年度となっています。9月13日金曜日昼の京都乙訓RC

の例会に行こうと計画しています。

参加希望の方は、親睦・友好委員会に申し出て下さ

い。

1出|席報告委員長玉置敏

今回の欠席者：大川、木内、鈴木、土屋(源）、福田、

藤田、侭田、水口

前々回のMU者：木内(7/13記念館）

小林、玉置（7/19せせらぎ三島）

紀平（8/7三島西）

匠一男

☆竹村：8月11日ゴルフコンペは皆様大変お疲れ様で

した。石井委員長はじめ、委員の皆様のお陰ですば

らしいコンペができました。。また､小島さんの心遣

いで､隠しホールを配慮して頂いたお陰で優勝するこ

とが出来ました。誠にありがとうございます。

☆飯田(鍵)､山本：親睦ゴルフ楽しませて頂きました。

予想通り、竹村会長、鈴木正紀君で馬券ゲットしま

会員増強拡大フォーラム

、
寂

『職業奉仕を理解して、増強に繋げよう』

会員増強委員会

委員長土屋龍太郎

一
一

一
一

V言
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

･会員にロータリー情報を伝達（詳細は別紙）

CHUC

,PAN

同一

前々回

今回

出席総数

23／31名

23／31名

出席率

74．19％

74．19％

メークアップ

27／31名

会員総数

修正出席率

87.1％

32名

ス マ イル報 告委員中峰泰生

卓話
…封醍宗P…貝

二F五一一己．
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増強拡大フォーラム

『職業奉仕を理解して、増強に繋げよう』

平成25年8月20日

会員増強委員会

委員長土屋龍太郎

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

・会員にロータリー情報を伝達

【情報提供】

･他人のことなぞかまっていられない(Sen時代から、他人と協調する方がかえっ

て、自分のためでもあることに気が付いてくる(Fellowship)時代を経て、積極的に

他人に奉仕することこそ、世の中を明るく豊かにする所以であると気づく

(Service)時代に入る。

･社会奉仕をすることによって、その地域の人々、地域社会から「尊敬と信頼と信

用」を自分自身が得るのです。そして自分の職業がその反射的効果として繁栄す

るのです。これがロータリーの「職業奉仕｣、「最も多く奉仕する者、最も多く報

われる」

･職業奉仕という考え方が、他の奉仕団体に無いロータリー独特の主義主張だから

余った時間と金を社会のお役に、事業を拡大することで雇用や地域の活力を。

職業上勝ち得た影響力を行使して、世のため人のためになる活動を拡大。

1業種1会員の制約下では異業種交流が主体、現在では同業種での活動も可。

･ロータリーの職業奉仕とは、「職業を営むこと（金を儲けること）が、世のため人

のための奉仕となる」世のため人のために奉仕をする心を持って職業を営むべし

｡卓話を聞くために出席し、卓話を聞いて職業倫理を学ぶのです。我々は職業人の

集まりです。例会に出席することにより、職業人同士の体験談、知識、知恵等を

耳にし、職業倫理を互いに学びあうのです。

フォーラム（討論会）

1，会員増強対策

・カネとヒマがあって、奉仕活動に理解のある人はいない→啓蒙、育成

．「入会=例会出席」→奉仕の理想を学び、職業人として成長＝地域社会に貢間

．「倫理法人会」が田方で拡大を目指している。他団体との差別化。

1，退会防止・会員維持対策

・職業奉仕を土台に、クラブ奉仕→社会奉仕→国際奉仕→新世代奉仕へ成長

・会員其々の職業と連動した奉仕活動＝地域社会のニーズとの整合

・会員個々のロータリー活動＝ロータリーの多様性。役員の単年度制。
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伊豆中央ロータリークラブ
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週報第2319回例会

2013.8.27(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
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

例会場ホテルサンパ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:(SL)古藤田博澄福田儀市侭田和義（司会)小島昭男斉唱「奉仕の理想一

可

【 会長挨拶≦会長竹村淳一郎
ますね。残暑と秋への気温の変化に、皆様、体調には

お気をつけください。

暑さが一段落したようです、やっと秋を感じられる

ようになりました。ほっと一息、と言う感じですね。

先日、24日に、選抜少年野球田方大会に行って参り

ました。田島さんには、ご苦労様でした。栄誉ある始

球式で、私は，キャッチャーに向かって剛速球を投げ

ました。バッターは微動だに出来なかった。田島さん

がそれを一部始終見ていました。しかし、田島さんの

見方は全く違うようです。「キャッチャーはしっかり、

それたボールをワンバウンドで、後逸しないように捕

球したよ。」そういえば、ボールはホームベースの前

でバウンドしたようでした。田島さんの証言が正しい

ようです。良い思い出になりました。暑い中、子供た

ちの動きは素早く、規律のある行動で、何か羨ましい

気持ちになりました。

今日の、話題ですが。

セブン銀行は、ユニークな銀行である。

私は、金融機関に勤めたことがあります。お客様に預

金をしてもらい、そのお金を他の入用な人に利息を頂

いて貸付、利益を上げ運営していく事が、銀行の基本

でした。しかし、セブン銀行は、現金自動預け支払機

によるビジネスが中心です。休日や夜間に利用客から

得る105円や210円といった手数料を積み重ねる。す

なわち、ATM銀行です。私の店にも2台おいてありま

す。しかし、店の者は銀行業務には携わることは禁止

されていますので、お客様の質問、サービスには受け

答えすることはできません。備え付けの電話でのみ、

案内を受けます。2001年のスタート当初は、ビジネ

スとして成り立つのか、銀行の本来業務ではない、な

どと冷ややかに見られましたが、立派にビジネスとし

て成立。今や高収益を実現している銀行です。一般企

業の売上高に相当する経常収益に対する純利益の割合

はおよそ20％・最大手の三菱UFJの約18%を上回

る水準で、1年間で1台平均400万円を軽く超す利益を

上げているそうです。世の中には、多様な事業があり

《
Ｌ

鈴木好晴（会長ゲスト）
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【幹事報告 幹事中山博司

《例会場及び例会時間の変更》なし

※次回例会および当クラブ予定

・9月10日の卓話は大川公会員です。

・9月17日の卓話は侭田会員でしたが、まだ例会へ出

席できませんので、今日の理事会で代わりの卓話者

を決定します。

・9月24日は親睦例会です。

※その他

・9月8日（日）地区財団セミナーへ竹村会長とR財団

委員長の山口さんが出席します。

・9月13日（金）京都乙訓RC例会へ出席する伽寸会長、

石井親睦・友好委員長、土屋雄三、玉置、土屋源由、

山本会員ご苦労様です。また今回は米山奨学生の李

さんを一緒に連れて行ってくれるとのことありがと

うございます。次の朝とんぼ返りで会長と石井委員

長は14日の米山記念館の例祭に出席します。特に石

井さんは米山運営委員としてご苦労様です。
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■出席報告委員長玉置敏

皿会長ﾃー ﾏ｢ﾛー ﾀﾘー を実践しみんなに豊かな人生を」D
F

L

【ケスト･ビジター 吟一一凸一

前々E

今［

出席総数

22／31名

28／31名

出席率

70．96％

90．32％

メークアッラ

23／31名

会員総数

修正出席率

74．19％

32名



今回の欠席者：福田、侭田、山本

前々回のMU者：水谷(8/19Eクラブ）

【裳ﾏイル報告 委員水谷隆一谷隆一

☆木内：鈴木副市長様､本日はありがとうございます。

☆飯田(晃）：副市長鈴木好晴様本日はゲスト卓話よ

ろしくお願いします。

☆竹村：秋の気配がしてきました。

☆田島：竹村会長、先日の「田方少年野球大会」始球

式お疲れ様でした。

☆水谷：23．24日、三重県にPTA全国大会に行って

来ました。全国から8000名の関係者が集い、有意

義な時を過ごすことができました。

☆長友：少し涼しくなってきましたが、夏の疲れが詮

るころです。お体にお気をつけ下さい。

☆藤田：猛暑を乗りこえた私達の遅しさを、9月に発

揮いたしましょう。

☆中山：石井さん、先日はありがとうございました。

☆鈴木：先週は会報お手伝いいただきましてありがと

うございました。

（本日のスマイル合計15,000円）

【|卓話
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新しい公共

伊豆の国市副市長鈴木好晴氏

1．「新しい公共」とは

◎行政による公共サービスでなく、市民参画の公共サ

ービスの提供

◎行政と市民団体との協働、市民のみの活動

。「新しい」とは・・・手法が新しい、領域が新しい

2．「新しい公共」導入の背景

◎かつて市民は公共サービスの需要者、受け手であっ

たが､.｢新しい公共」では供給者、担い手になる。

。｢新しい公共」導入の背景

・行政ニーズの多様化、高度化

・行政主導の公共サービス提供の限界(予算､手法等）

・市民の行政参画意識の高揚

・自己実現欲求の高まり（社会貢献、チャリティ）

・高齢社会の進展による自由時間の活用

3．「新しい公共」の領域

◎行政が担う領域

・市民に義務や負担を課す領域（課税､土地利用等）

・全ての市民に公平､公正に行うべき領域(国民年金、

介護保険等）

◎市民や企業が担う領域

・特定の個人や企業のみが利益を受ける領域

◎行政と市民の協働による領域

・行政が担う領域及び市民や企業が担う領域以外の領域

．この領域の拡大が進められている。

4．「新しい公共」の事例

・防犯まちづくり

．観光イベント

・子育て支援

・フリースクール

5．「新しい公共」の効果と課題

◎市民団体の効果

・行政からの事業費支援や情報提供により事業の拡大、

信用度の向上

◎行政の効果

・市民ニーズを詳細、的確に把握できる。

・効率的にサービスが提供できる。

・機動的な取組ができる。

・多彩な人材が活用できる。

・新たな政策テーマを発掘できる。

◎課題

・行政経費節減を主目的にしがち。

・団体相互の利益､メリットを調整することが難しい

場合がある。

・競争の原理を導入しにくい(先にパートナーありき

となりがち）。

・事務処理の適正化水準の確保。

【鐸抜少年野球田方大会 8月24日
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