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写真：河津七滝 釜滝（伊豆半島ジオパーク） 
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R I   会 長 バリー・ラシン     ガバナー 星 野 喜 忠 
会      長  古藤田博澄  幹   事 水 谷 隆 一 
会報委員会  土田 哲・長友範充 

会長挨拶            会長 古藤田博澄 

ゲスト・ビジター  

出席報告           副委員長 飯田晃司 

慶事発表  

RRII 会会長長テテーーママ     「「イインンススピピレレーーシショョンンににななろろうう」」         BBEE  TTHHEE  IINNSSPPIIRRAATTIIOONN  

 出席総数 出席率 ﾒｰｸｱｯﾌﾟ 修正出席率 

前々回 17/21名 80.95% 19/21名 90.48% 

今 回 17/22名 77.27% 会員総数 23名 

・今回の欠席者：紀平幸一・木内昭夫・土田 哲 

         雨宮演邦・小野 信 

・前々回の MU者：土屋雄三（7/6 せせらぎ三島 RC） 

          紀平幸一（7/12 三島西 RC）  

SAA  原田 精治    S.L. 森田  

斉唱 奉仕の理想 

幹事報告             幹事 水谷隆一 

スマイル報告       親睦友好委員会 土田 哲        

委員会報告  

  

本日のスマイル 6,000円 

スマイルの累計 35,000円 

（慶事のみ） 

先週は、西原ガバナー補佐の 

公式訪問でした。西原さんも 

挨拶の中で言われてましたが 

静岡第１グループにとってま 

ずはこの１年 9クラブの『交 

流』の場づくりをして、互い 

を分かり合うことで信頼のキ 

ズナを強くすることがこの先

の「伊豆半島のロータリーは一つ」へと向かうために

必要不可欠な活動であることは間違いのないことで

す。 

さて、東京 2020オリンピック開催まで 2年をきりま

した。自転車競技の開催地であるこの地域も、産官学

が連携して総力を結集し、できることをやることが求

められます。この 2 年の活動がこの地域の未来につな

がるよう各会員の皆さんも関連する諸団体を通して積

極的にこの大イベントにかかわり『民の力』を発揮し

ましょう。 

我がクラブが全面的にバックアップしている『伊豆

総ミュージアム』プロジェクトも、その活動の一環と

云えます。26日には、現地で高校側といずベロ側とで

開設準備に向けた打ち合わせを行いました。8月 27日

に向け着々と準備は進んでいます。財団プロジェクト

といえば、一昨年、狩野川公園に設置しました「サイ

クルボード」の補修を、伊豆総合高校の寺井先生の声

掛けで、建築研究部の生徒たちが技術研修の一環とし

て、先週一週間かけて作業してくださいました。2年前

の新設時に戻ったようにきれいに補修してくれまし

た。 

さて、本日はトンブリ訪問報告会です。よろしくお 

 願いします。 

 

・次週例会は 8月 8日（水）ガバナー公式訪問、会場 

 は、みしまプラザホテルです。 

・映画「ブレス」のご案内：28才でポリオとなり 36 

年間人工呼吸器とともに世界一幸せに生きた男。 

・西日本豪雨災害義援金の募金：本日もよろしくお願い

します。 

・7月 21日伊豆日々新聞に暑中見舞の広告を掲載 

・本日は例会後第 2回理事会です。 

 

委員会報告  

・入会記念日：8月 2日   長友 範充 

8月 20日    飯田 鍵吾 

奉仕プロジェクト委員会     委員長：山口和拡 

  8月 3日（金）17:00～18:00まで韮山狩野川祭花火会 

場にて募金活動をします。御協力お願いします。 

http://www.izuchuo-rc.org/
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                                               飯田 鍵吾 

タイ・トンブリ RC 訪問報告  

長友会長他、当クラブメンバーと諸事情がございま

して同行できませんでした。 

 姉妹クラブ協定の解消は誠に残念でありますが、時

期を得た決断であったと理解しております。 

1. ６月２０日（水） トンブリＲＣ夜間例会に出席 

中山君が壇上に立ち御礼の挨拶を述べました。 

2. ６月２１日（木） 早朝（ＡＭ5：20）ホテル出発 

12：00 バンコクより 約 600km ランパーン小学

校に到着、小学生に昼食を手配、食事のお手伝いを

する。 

  水道浄化装置の贈呈式に出席し、現場、現物を確 

認した。その後、車で約２時間３０分明日の目的 

地チェンマイに向かう。 

3. ６月２２日（金） チェンマイ 「Ｓａｉ Ｓａｉ 

中央病院」 での透析治療装置の贈呈式に出席 

  トンブリＲＣ+チェンマイＲＣ+大阪心斎橋ＲＣ+ 

伊豆中央ＲＣ等のグローバル補助金による事業、

その事業に我がクラブが、早船基金より送った 

１００万円が使われました。  

  トンブリＲＣの仲間と昼食を済ませ、ＰＭ3：00  

バンコク市内のホテルへ向かう。 

4. ６月２３日（土） ウタイご夫妻のご招待にて中

山・飯田・トンブリＲＣパイブーン君他２名と夕

食会に参加   ６月２４日（日） 帰国の途に  

 本日は 6 月に行われましたタイ・トンブリ RC 訪問

の報告をさせていただきます。今回の訪問は 15名とい

う大変多くの方にご参加いただきました。また、その

後に行われたトンブリ RC60周年記念事業（贈呈式）に

も、飯田・中山会員にご出席いただきました。 

まず、参加された皆様に御礼申し上げたいと思います。 

 今回の訪問の目的は、昨年度当初に計画したように、

37 年にわたるトンブリとの姉妹関係を解消し、早船基

金を整理することにありました。 

 その理由は、長期にわたりトンブリ RCとの交流は、

少人数のメンバーでのみの交流にとどまり、事業協力

もなく、この先も交流が進展する可能性が低いという

ことです。 

 ここで、トンブリ RCについて、そしてトンブリと伊

豆中央の関係・歴史をふり返り、37 年間という長い友

好の歴史を少しでも覚えておいていただきたいと思い

ます。 

 まず、トンブリ RCについてですが、タイで最初のク

ラブはバンコク RC で 1930 年カナダ アルバータ RC

とプリンス・プラチャラ（ラマⅤの息子）によって設

立されたようです。このクラブは王室ご用達で英語で

のクラブだったようで、タイで 2 番目のタイの住民に

則した、タイ語でのクラブをつくろうということにな

り、1958年にトンブリ RCが設立されたようです。 

 現在のトンブリ RC はメンバー数 102 名（2018 年 6

月）、シーロムのナライホテルを例会場としています。 

 当クラブとの関係は 1980年に友好クラブ締結、そし

て 2000年に姉妹クラブを締結しています。またこの時

期にはＭＧとして、山間過疎地の給水設備の設置、僻

地の学校における衛星放送教育の整備、病院への新生

児用人工呼吸器の寄贈、自閉症児童治療センターへの

リハビリ器具の提供など多くの事業が行われていたよ

うです。 

 私が、最初にトンブリを訪問したのが 2006年 2月、

玉置先生が会長で 40 周年の年度です。この 40 周年に

はトンブリから 16名の方が来られています。この年度

は自分が国際奉仕・貧困緩和委員長でしたので、2月に

40 周年式典のお礼かたがた訪問したのが最初ではない

かと思います。 

 37 年という長期間にわたるトンブリとの友好関係の

中で私が知っているのはここ 10年程度ですが、それ以

前には活発な交流がありました。それには過去の先輩

方、特に早船さんの功績が大きかったと思います。 

 

 今回の訪問ですが、メンバーその他オブザーバーを

含めて 15 名でタイを訪問し、例会にはメンバー9 名で

参加しました。今回の訪問では、会長自ら空港まで迎

えに来られたり、バスにて観光していただいたりと大

変なおもてなしを受け、その中で姉妹関係解消を表明

するのは心苦しいものがありましたが、例会の中で今

までの友好へのお礼と姉妹関係を解消したい旨を伝

え、今後は一般的な友好関係として交流していくこと

を確認しました。 

 公式な姉妹関係は解消しましたが、友好関係がある

ことには変わりなく、こちらがタイに行く時、またト

ンブリのメンバーがこちらに来られるときには、ぜひ

連絡して例会に出席するなど、友好を保っていただき

たいと思います。 

 


