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皆さん、明けましておめでとうございます。

昨年は第1グループになり、ガバナー訪問を含め3回

クラブ訪問をさせて頂きました。

本日お集り頂いた四クラブは、せせらぎ三島クラブが

出来た翌年から合同新年会を行っていますので、身内み

たいなものですね。本当に心強く思っております。

来月2月6日には､第1グループになって初めての1.蔦

をプラザで行います。1Mの最大の目的は、各地域のロ

ータリークラブとの交流と親睦を計り、好意と友情を深

める事です。今回は、三島RCがホストとなっており、

小沼実行委員や堀内会長一同が楽しい企画を計画して

いますので、是非皆さんも参加して下さい。

又5月には、せせらぎ三島クラブが30周年になりま

す。皆さんと協力して、せせらぎ三島クラブをお祝いす

るセレモニーをしたいと思っています。

ガバナー補佐として、“伊豆半島のロータリークラブ

は一つ”と言うテーマのもと交流を計ってきました。あ

と半年、頑張りますのでよろしくお願い致します。

ロータリアンの皆さん、明けましておめでとうござ

います。穏やかに新年をお迎えのこととお喜び申し上

げます。お寒いなか4クラブ合同新年会に128名の

多数のご出席をいただきまして誠にありがとうござい

ます。昨年は地震や台風、猛暑など自然災害が猛威を

振るい各地で大きな災害が出る痛ましい一年でした。

平成の名は国の内外、天と地、ともに平和に成るよう

に願いを込めて付けられた元号です。30年前、当時

の小測官房長官が新しい元号「平成」の額を掲げた姿

は、未だに我々の脳裏に鮮明に焼き付いています。元
今

L号制定の願いと裏腹に阪神・淡路大震災や東日本大震

災など未曾有の災害の記憶が残る時代に成ってしまい

ました。新元号発表まで3ヶ月を切りネット上では、

様々な憶測が飛び回っていますが、元号は時代を映す

象徴です。新元号がすべての国民に愛される時代にな

って欲しいとおもいます。

この後の新年会では、当クラブの親睦委員会がお正

月にふさわしい余興を企画しています。

平成最後の四クラブ合同新年会、お酒を酌み交わし

大いに語り合いクラブ間の垣根を乗りj越えて親睦を深

め合いましょう。

2019年、新しい時代が到来します。時代の節目

です。終わりにクラブの繁栄と会員の皆様方にとって

良い年になりますように祈念を申し上げて会長挨拶と

させていただきます。

出席報 告

･今回の欠席者：木内昭夫紀平幸一小林貞博

･前々回のMU者：土田哲（12/ll北海道Eクラブ：

土屋雄三（12/20三島西RC）
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出席総姿

19/22名

出席率

85．71％

86．36％
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20/21名

会員総勢

修正出席率

95．24％
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会長挨拶 出席 報告会長古藤田博澄
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今回の欠席者：紀平幸一小島昭男土屋雄三

土屋龍太郎森田修史山口和拡

前々回のMU者：土田哲（12/l8北海道Eクラブ）
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2019年明けましておめでとうございます。本年もよろ

しくお願いいたします。

先週4クラブ合同新年会が盛大に行われました。2019

年の幕開けにふさわしくロータリアンである各企業が元

気・活気にみなぎる、いい会であったと感じました。

とはいえ、この先5年、10年、さらには30年後を見据

えると少子・高齢化、人不足、オリンピックを境にした

景気の落ち込み等々懸念材料もまた多く存在することも

間違いのないことです。

これも、先週の事ですが静岡銀行の新春講演会で寺島

実郎氏の話を聞く機会を得ましたが､その中で2050年に

一は日本の人口の約40％は65歳の高齢者となることを示

し、『ジェロントロジ一（高齢者を活かしきる社会システ

ムの制度設計)』が必要不可欠であると熱く論じられまし

た。昨年末外国人労働者の受け入れをめぐり国会が紛糾

しましたが、広く労働人口の確保を考えた時、まずは国

内に多くの活かせる人材が存在することに目を向け、60

歳になったら赤いちやんちやんこを着せてこれからは余

生を楽しんでくださいなんて考えは改めていかなければ

ならない。まだまだ活躍できる人材には、大いに日本の

社会のために働いてもらわなければならない。その為に

は、まずは国民の意識改革からだ。と寺島氏は熱弁され

ました。

来年、日本のロータリーは100年を迎えるわけですが、

高齢者を活かしきる社会構築への寄与は、次の100年の

日本ロータリーの大きなテーマになるのではないかと感

じた次第です。

本日は委員会中間報告です。

それでは、今日も楽しく、有意義な例会にしていきまし

ょう。

小野信

本年もよろしくお願いいたします。

木内昭夫

新年あけましておめでとうございます。

本年もよろしくお願いいたします。

土田哲

本年もよろしくお願いいたします。

おかげさまで、娘が中学受験合格いたしました。

また、会社のほうも商号を変更し、RBコンサルタン

ト株式会社となりました｡こちらもよろしくお願いい

たします。

（本日のスマイル合計：￥9,000-）

慶事発 議蕊表

入会記念日

水谷隆一：1月6日

奥様誕生日

水谷隆一会員奥様照美様 1月19日

水谷隆一会員

驚蕊 f『RI会長テーマ『インスピレーションになる う土 BErHE州wIRArｲ0Nンス

前々巨

今巨

出席総謝

22/23イ

14/20名

出席率

95．65％

70．00％

ﾒーｸｱｯﾌ゚

23/23f

会員総数

修正出席里
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スマイル報告許親睦友好委員土田哲＝’
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兵藤弘昭会員 

生年月日：S42年 9月 4日 

事業所：MBA ソリューション 

 

（推薦者：雨宮演邦会員） 

 

2019.01.22（火） 於 サンバレー富士見 
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2018－19 
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          会長エレクト 雨宮演邦 

ゲスト・ビジター  

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  

SAA  小野 信    S.L. 原田精治    

斉唱  それでこそロータリー 

委員会報告  

私たちは、日頃何を考え、 

何を基準に行動しているか。 

さまざまな事を考え、思い、 

発言し、行動しているわけで 

すが、その行動の基準は何を 

より所としているのか。 

よく考えてみると意外と、 

その時の気分とか、他人の

目を気にしたりして、自分の考えの反対の行動さえして

いる事に気がつきます。 

そもそも世の中には多数の人々が善となすような常

識、なんとなく正義が存在します。多数の思いが目指し

ているところがあります。でも時々によって、場面場面

によって臨機応変に変化します。善と悪が時には反対に

さえなります。 

意見の相違は紛争になります。 

基準の曖昧は、自分の勝手な都合でころころ変わってし

まうことにあると思います。 

常に自分が一番可愛いし、自分が正しいと自分の都合で

決めてしまいます。 

当然、相手も同じように自分の都合で正義を主張します。 

ものごとの判断の基準は、形や大小等うわべにとらわれ

ることなく、ものごとの真実、本質を見据えて、本当の

基準を得て生きて行きたいと思います。 

「その形見ずして、その相を見よ」 

真理、真実をより所に、生きて行きたいと思います。 

・会員誕生日 

 1月 16日 山口和拡 
  昭和２４年１月１６日生まれ、ちょうど７０才と

なりました。昨年亡くなった母のお墓参りに行っ
てきました。大病もしない、元気な体に産んでく
れた母に感謝です。７０年前から休みなく動き続
ける心臓に感謝し、空気中の酸素や食事の中の栄
養を、上手に体の中に取り込む人体の仕組みのす
ばらしさに感嘆するしかありません。８０才まで
頑張ります。皆様よろしくお願い申し上げます。 

 
 1月 26日 水谷隆一  

26日に 56歳となります。いくつになっても成長し
ていないと実感しています。これからも皆様ご指
導よろしくお願い致します。 

 

・奥様誕生日 

 1月 10日 山口和拡会員 奥様 恵子様 

 

 

慶事発表  

新会員入会式       会長エレクト 雨宮演邦 

本日 伝統ある伊豆中央ローターリークラブに入会を

ご承諾いただき深く御礼申し上げます。伊豆の国に生

まれ地域にご恩をお返しする天命を賜ったと感じてお

ります。 

各先輩方の多様性のある大所高所からのアドバイスを

いただきながら、伊豆中央ロータリークラブに奉仕し

てまいりたい所存でございます。これからどうぞよろ

しくお願いします。 

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


 

                                                                                                                                                                     

                            

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

出席報告                 中山博司 

 出席総数 出席率 ﾒｰｸｱｯﾌﾟ 修正出席率 

前々回 19/22 名 86.36% 21/22 名 95.45% 

今 回 14/22 名 63.64% 会員総数 24 名 

・今回の欠席者： 土田 哲・土屋雄三・小島昭男 

         紀平幸一・古藤田博澄・小林貞博 

         土屋龍太郎・森田修史  

・前々回の MU者：木内昭夫（1/10 裾野 RC） 

         紀平幸一（12/20 三島西 RC） 

    スマイル報告       親睦友好委員長 原田精治        

  

本日のスマイル 16,000 円 

スマイルの累計 ****円 

・雨宮演邦・小野信・水谷隆一・原田精治・長友範充 

兵藤さんお待ちしておりました。おめでとうございま

す。今後のご活躍を期待します。 

・玉置 敏 

 今年もよろしくお願いします。 

・兵藤弘昭 

  （新会員入会式参照） 

 

幹事報告             幹事 水谷隆一 

次週卓話は、今週末 26 日開催の職業奉仕セミナー報

告になります。 

雨宮エレクト・土田君よろしくお願いします。 

また、第 8回理事会を例会後行います。 

次々週 6 日（水）は、IMになります。会場はみしまプ

ラザホテル、受付開始 14:30開会点鐘 15:10です。IM

にともない三島３クラブとも例会はありませんので

お気を付け下さい 

 

委員会報告  

委員会中間報告（前回続き） 

・奉仕プロジェクト委員会  委員長 山口和拡 

 会長からの各委員会は顔合わせをという提言もあ

り、昨年度末に委員会のメンバーが集まり大まかな次

年度の目標等を検討しました。年度が変って７月１７

日に、活動内容をより具体的に設定し直しました。そ

んな中、６月下旬からの西日本を襲った大雨で７月１

４日、広島を始め各地で死者を出す災害が発生しまし

た。当地は、６０年前に狩野川台風による洪水で死者

８００人超、地域も土砂に埋まる大災害を経験してい

ます。我がロータリーの執行部の了解を得、募金活動

をしました。詳細は８月２１日号会報に掲載されてい

ます。恒例の少年野球大会の支援、エンドポリオ協賛

の修善寺大掃除、財団資金を活用した伊豆総ミュージ

アムの運営参加、と計画を遂行してきました。後半も

引き続きご協力をお願い申し上げます。 

 

卓話                 

「病気予防と治療」 

                   玉置 敏 

 

インフルエンザが流行 

している。現時点あたり 

の患者報告数が52.22と 

なり警報レベルである。 

マスク・手洗い・うがい 

等で予防しましょう。 

平成 27年 10月より、医療事故調査報告がスタートた。 

29年 12月末時点では 857件で、静岡県は 24件であっ 

た。これに基づいて報告されて、今後の取り組みの手 

助けになっている。 

 

 

 

 

 

 

 

1 月「職業奉仕月間」 

職業奉仕はロータリーの核心。多くの会員にとって、地

域社会で奉仕を行う土台となるものです。ロータリーの

職業奉仕では、地域社会のニーズに取り組み、支援を必

要とする人たちが自らの力で生活を立てていけるよう

支援するため、多彩な職業の知識とスキルを活用するこ

とが求められます。 

日本や海外のクラブによって実践された職業奉仕プロ

ジェクトをご紹介します。 

 

鯖江ロータリークラブ（福井）： 鯖江市役所と協力し、

地元の高校の就職希望者を支援するプロジェクトを実

施しました。会員延べ 21 名が面接官となって模擬面接

を開き、社会に旅立つ若者が社会人としての素養を身に

つけ、試験のための実践的ヒントを学べるようサポート

しました。生徒たちは、職業やビジネスのリーダーとし

て活躍してきた会員から直にアドバイスをもらうこと

ができ、大きな励みとなったことでしょう。 

 

香港アイランド・イースト・ロータリークラブ： School 

of Opportunity（難民として香港にやってきた未成年のた

めのサマーキャンプ）と提携し、週に 3 回、会員自らが

講師となって 12 名の生徒にビジネスとプログラミング

を教えました。生徒はナイジェリア、ルワンダ、イスラ

エル、インドから逃れてきた、わずか 11～15 歳の子ど

もたち。授業を通じて、ビジネスにも温かい心が必要で

あること、そして事業を通じて社会に恩返しできること

を学びました。また、低所得家庭で育ったという会員が

体験談を紹介し、がんばれば成功できると生徒たちにエ

ールを送りました。 

https://map.rotary.org/ja/project/pages/project_detail.aspx?guid=C717E469-38AE-42A7-ABBC-A30681755EAD
https://map.rotary.org/ja/project/pages/project_detail.aspx?guid=EC137D2C-43D5-4EF0-A016-EBF6304BA8E4


あで x っｓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 伊豆中央ロータリークラブ 
RROOTTAARRYY    CCLLUUBB    OOFF    IIZZUU--CCHHUUOO  

2019.2.6（水）  於 みしまプラザホテル 
週報 第 2５63回例会(IM) 

事務所 静岡県三島市中央町4番9号  小野住環境ビル 2F 

TEL  (055)976-6351      FAX  (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)947-3100      FAX  (055)947-0564 

URL   www.izuchuo-rc.org 

写真：楽寿園・源兵衛川（伊豆半島ジオパーク） 

2018－19 
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 

三島 RC会長挨拶     三島 RC会長 堀内満喜子 

ゲスト・ビジター  

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  

委員会報告  

本日は静岡第 1 グループの

IM に各クラブ大勢の会員の皆

様そしてご来賓の皆様にご臨

席いただき誠にありがとうご

ざいます。ホストクラブを代表

致しまして、ご挨拶を申し上げ

ます。 

本年度、新しいグループ編 

            成により静岡第 1 グループと名

称が変更され、9 クラブでスタート致しました。三島ロータ

リークラブがホストクラブとして皆様をお迎えさせていた

だくことを大変嬉しく思います。2 月 4 日の立春から新しい

年になり、また平成最後になりますＩＭを迎えることになり

身の引き締まる想いでございます。 

今年度の西原ガバナー補佐の方針は「伊豆半島のロータリ

ーは一つ」というテーマで各クラブを訪問されてきました。

伊豆半島の中にあります 9 クラブが、新たに「静岡第 1 グ

ループ」となり、最初のＩＭは開催地であります三島の魅力

を知っていただきたいと考え小沼実行委員長の下、準備を進

めてまいりました。 

そこで本日は、第二部に予定しております記念講演では、三

島北高校郷土研究部と放送部の皆さんに、三島を調査・研究

した成果を発表していただくことになりました。郷土研究部

の生徒さん達は三島市の歴史・文化をテーマに調査研究をし

ていて、その一つに「三島歴史散歩」というものがあります。

これは、三島を訪れる観光客の方が街歩きを楽しんでいただ

けるよう、三島駅周辺や市街地そこに隠れている歴史的な史

跡や文化を写真付きで紹介した、高校生の若い目線や感性で

考えられたとても面白い資料となっています。この活動は

「インスピレーションになろう」というロータリーのテーマ

にも沿った素晴らしいものだと感じておりますので、第二部

の記念講演も楽しみにしていてください。 

また、ＩＭの目的は会員相互の新睦と知識を広めることに

あり、9 クラブ全員出席ということも大変意義あることだと

感じております。どうぞ皆様、この三島の地で共に楽しいお

時間を共有できればと思います。本日はどうぞよろしくお願

い致します。 

 

 

それから、皆様にお願いがございます。我がクラブの

勝又一郎君が明日 2 月 7 日で 98 歳のお誕生日を迎えま

す。三島ＲＣのチャーターメンバーとして 62 年間皆出席

で今日まで頑張ってこられました。ここで、皆様からお

祝いの拍手をいただけたら嬉しく思います。私達も勝又

一郎君を見習ってロータリアンとして有意義にまた楽し

く頑張っていきましょう！ 

最後になりますが、伊東ＲＣの萩原会長様から小室桜

のプレゼントをいただきました。萩原会長様が作られた

桜だそうで、さっそく会場に活けさせていただきました

ところ、会場の中に春がきたようでとても暖かな会場に

なりロータリーの友情に大変感謝したいと思います。 

伊東ＲＣの萩原会長ありがとうございました。 

 

 今年度は、分区再編により旧第 1 分区 5 クラブと三島

田方の旧第 2分区 4クラブが「静岡第 1グループ」とな

ってから初めてのＩ.Ｍです。「伊豆半島のロータリーク

ラブは一つ」というテーマのもとに各クラブの交流を図

り、全会員が集い友好を深めることができる初めてのＩ.

Ｍでもあります。 

 7月より各クラブを訪問し、特に旧第 1分区の方々とは

初めてお会いしましたが、各Ｒ.Ｃが長い間培ってきたク

ラブの特徴や各地域と共に頑張っている姿を見て、感銘

した次第です。 

 今日本のロータリーは、変革の時期にきております。

最大 13万人近くいた会員も現在では 9万人を割っていま

す。当地区では、来年度から「Ｒ.Ｌ.Ｉ（ロータリーリ

ーダーシップ研修会）」を立ち上げます。これは、リーダ

ーを育てることは元より、クラブの刷新性と柔軟性を育

て、ロータリーを活性化させる事を目的としてしていま

す。「一人一人のロータリアンのモチベーションを高め、

コミュニケーションを活発にして成長・充実した活動を

していこう」というこです。そして私はロータリーの基

本は「好意と友情」だと考えています。このＩ.Ｍの目的

もそこにあります。 

 本日お集りの 9クラブのみなさんには、出来るだけ多

くの人を知り合い、友情を深めていただきたいと思いま

す。 

 

第1グループガバナー補佐挨拶  ガバナー補佐 西原孝次 

http://www.izuchuo-rc.org/
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                                   記 念 講 演 

 

                                            懇 親 会 

出席報告            

 出席総数 出席率 ﾒｰｸｱｯﾌﾟ 修正出席率 

前々回 14/22 名 63.64% 19/22 名 86.36% 

今 回 15/21 名 71.43% 会員総数 24 名 

    

国際ロータリー第 2620地区 静岡第 1グループ 2018－19年度 Intercity Meeting 

・今回の欠席者： 小野 憲・小野 信・紀平幸一 

         小林貞博・土田 哲・山口和拡 

・前々回の MU 者：紀平幸一（2/6 三島 RC） 

          古藤田博澄（1/26 職業奉仕セミナー）     

          土屋雄三（2/1 せせらぎ三島） 

          土屋龍太郎 (1/19 次年度理事会） 
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2019.02.19（火） 於 サンバレー富士見 
週報 第 2５64回例会 

伊豆中央ロータリークラブ 
RROOTTAARRYY    CCLLUUBB    OOFF    IIZZUU--CCHHUUOO  

事務所 静岡県三島市中央町4番9号  小野住環境ビル 2F 

TEL  (055)976-6351      FAX  (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)947-3100      FAX  (055)947-0564 

URL   www.izuchuo-rc.org 

写真：城山（ロッククライミング）（伊豆半島ジオパーク） 

2018－19 
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                 飯田晃司 

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 18/22 名 81.82% 21/22 名 95.45% 

今 回 19/24 名 79.17% 会員総数 24 名 

・今回の欠席者： 土田 哲・ 紀平幸一・小林貞博 

         土屋龍太郎・小野 信  

・前々回の MU者：紀平幸一（2/14 三島西 RC） 

         小野憲（2/6 北海道 Eクラブ） 

         土屋雄三（2/14 三島西 RC） 

    

SAA  原田精治    S.L. 森田修司    

斉唱  我らの生業 

委員会報告  

2 月 6日三島プラザにて今 

年度の IM が開催されまし 

た。静岡第１グループとなっ 

て初めて 9 クラブが一同に会 

し、200 人を超える盛大な会 

となりました。西原ガバナー 

補佐の強い想いである「伊豆

半島のロータリークラブは一つ」のテーマがまさにカタチと

なり、9 クラブのロータリーアンが集い、知り合い、輪を広げ

る場として、伊豆半島の未来につながる、すばらしい IM で

あったと感じました。準備からいろいろご苦労された西原ガ

バナー補佐をはじめ、三島クラブの皆さんのご尽力に深く

敬意を払いたいと存じます。 

2 月 3 日には、米山記念館にて、ロータリー・リーダシッ

プ研修会（略して RLI）があり、私が出席してまいりました。

この研修会の目的は、2020 年に 100 年を迎える日本のロ

ータリーの次の 100 年の持続可能性を高めるためのディス

カッション・リーダー（DL）を養成するためのものであり、今

後実施されるプログラムへの参加とその適性が問われ、最

終的に何名かが DL と認定されるといった運びとなるようで

す。DL 養成プログラムの内容は、ロータリーにのみ活かさ

れるものではないと捉えたので、結果はどうなるかはわかり

ませんが、そのプログラムに参加して勉強してみることにし

ました。 

今週末の 23 日は、相模原西クラブとの合同交流例会で

す。最高のおもてなしでお迎えできるようクラブ一丸となっ

て万全な準備をお願いします。 

本日は、兵藤さんの卓話です。よろしくお願いします。 

それでは、本日も有意義な例会を楽しみましょう。 

 

・会員誕生日 

 2 月 19日 長友範充 
1月 27日 土屋雄三 

・入会記念日 
 1月 10日 森田修史 
 1月 25日 土屋雄三 

・奥様誕生日 

 2月 24日 土屋雄三 奥様 公香様 

・結婚記念日 

 2月 26日 玉置 敏 

慶事発表  

幹事報告             幹事 水谷隆一 

6 月のハンブルグ国際大会の案内が届いております。

ご興味のある方はお声がけください。 

 

今週末、相模原西 RCとの交流会のため、次週 26日は

休会です。お間違えのないようにお願い致します。 

ゲスト・ビジター         

・早川 弘之さん  伊東 RC 

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


 

                                                                                                                                                                     

                            

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

スマイル報告       親睦友好委員会 兵藤弘昭        

  

本日のスマイル 21,000 円 

スマイルの累計 ****円 

・早川弘之さん（伊東 RC） 

伊東 RC の所属で東海バスに勤めております早川です。

皆様には大変御世話になっております。一昨年の 6 月

まで相模原西 RC に所属しておりました。是非メイクに

うかがいたいと思い、ようやく参加出来ました。 

・兵藤弘昭 

 本日卓話です。私を知っていただくため自己紹介をしま 

す。宜しくお願い致します。 

・雨宮演邦 

 兵藤さんの今後に期待しております。大いに頑張ってく 

ださい。 

 

 

 

 

・親睦友好委員長 原田精治 

 23 日土曜日は相模原西 RC との交流例会です。 

  御協力宜しくお願い致します。 

委員会報告  

卓話                 

「自己紹介」 

                   兵藤弘昭 

昭和 42 年 韮山町（伊豆の国市）南条（伊豆長岡

駅前）の温泉場（旧赤線通り）に 3人兄弟の末っ子と

して生まれました。隣にキャバレー満女（まんじょ）

があり毎晩「星降る街角」が流れていました。 

父親は読み書きが不得意な「使われ大工」、仕事嫌

いで競輪、釣り、プロレスが大好きでした。自尊心が

低くすぐカーッとなり、強い相手にはめっぽう弱く、

弱い相手には威張っていました。母親は駄菓子を営ん

でいましたが、夫の収入が少ないため一念発起。お好

み焼き屋に転身し、地元消防団を取り込み、行きつけ

の場所として当たり繁盛しました。しかし、年中無休

で働き、ストレスとタバコを吸っていたためか 4３歳

で肺ガンと診断され翌年他界しました。 

その時私は中学1年で本当に悲しかった思い出があ

ります。母親の死後、父親は仕事から帰ってくると憂

さ晴らしのため、私たち子どもを怒鳴り「俺がなぜ働

いているかわかるか？お前たちを食わせるために働

いてるじゃないか！」と毎日のように言っておりまし

た。 

 

 

私は学校に行くと毎日お腹が痛くなり常に正露丸

を飲んでいました。今考えればストレスが原因だった

と思います。また、父親から「お前は何をやっても駄

目だから、高校を卒業したら自衛隊に行って根性鍛え

てもらえ」と、陸上自衛隊の道を保証されていました。 

そんな状態でしたので、勉強とは無縁の日々を過ご

し、無気力で怠惰な日々を過ごしておりました。そん

なときに兄は精神の異常をきたし、うつ病と診断され

精神病院に入院 姉もそんな家が嫌で 20 歳の時に結

婚し家を出て行ってしまいました。 

 韮山中学校を経て県立高校の受験に失敗し三島高

等学校商業科入学 無気力のため 2 年の時には登校

拒否、後 1 日休んだら留年なるところを何とかクリア

し、なんとか無事卒業。就職時に陸上自衛隊からの強

い誘いもあったにも関わらず拒否し、同級生の父親が

所長を務める「東洋プロパン協同組合（現トーカイ）」

でプロパンガス配送員として 4 年間勤務。 

19歳の時父親より家をでていくように言われ独立。

その後ガス屋さんでは女の子にもてないと思い、当時

給料もよく経済の勉強ができる証券会社に行こうと

31 社に履歴書を送付したところ 2 社より合格通知。

その一社の静岡東海証券株式会社 沼津支店に勤務。 

平成 5 年 12 月三井海上火災保険株式会社代理店と

して独立。平成 7 年 4 月韮山町議会議員 1 期 4 年。平

成１１年７月東京にて投資顧問の法人を設立 IT バ

ブルがはじけ事業が失敗し破産寸前になり、沼津に戻

り生命保険代理店を生業とした「静岡ファイナンシャ

ルプランニング株式会社」に名称変更しました。昨年

創立２０年を機に事業モデルも変更となりましたの

で会社名を株式会社 MBA ソリューションに変更い

たしました。 

その間学歴コンプレックス解消のため自費で学校

に通い、産業能率短期大学（通信教育学部）卒業、税

理士免除資格をとるため名古屋学院大学大学院経済

経営学科修士課程修了（会計学）を専攻、その後、立

教大学大学院ビジネスデザイン研究科博士前期課程

ＭＢＡコース修了。 

37 歳の時結婚。今年で長女１０歳 次女９歳を授

かりました。自分を苦しめていた「いきどおり」「う

らみ」「憎しみ」を結婚式で確執があった父親に対し

て、涙ながらメッセージとしておくりました。 

「今までお父さんを心より憎んでいました。でも今日

からお父さんのすべてを許します。なぜなら私のお父

さんだからです。」と伝えると心が楽になり、すべて

を完了できました。晩年、父親も認知症になり一人暮

らしの家から、私の家に呼び寄せ家族で静かに見送る

ことができたことに満足しています。 

私のせせらぎ三島ロータリークラブを退会した理

由に関してはここではあえて申し上げません。私の態

度と行動を見てみなさまのご判断をしていただくの

が一番良いと思っております。 

人生いろいろありましたが皆様に助けられ、私は本

当に幸せ者だと思います。引き続き皆様のお知恵をお

貸しいただけましたら更に幸せ者になれると思いま

す。よろしくお願いします。   
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2019.02.23（土） 於 サンバレー富士見 
週報 第 2５65回例会 

伊豆中央ロータリークラブ 
RROOTTAARRYY    CCLLUUBB    OOFF    IIZZUU--CCHHUUOO  

事務所 静岡県三島市中央町4番9号  小野住環境ビル 2F 

TEL  (055)976-6351      FAX  (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)947-3100      FAX  (055)947-0564 

URL   www.izuchuo-rc.org 

写真：河津七滝ループ橋（伊豆半島ジオパーク） 

2018－19 
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                  

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 15/21 名 71.43% 19/21 名 90.48% 

今 回 14/23 名 60.87% 会員総数 24 名 

・今回の欠席者： 土田 哲・ 紀平幸一・土屋龍太郎 

小野 信・飯田鍵吾・木内昭夫 

山口和拡・小野 憲・竹村淳一郎  

 

・前々回の MU者：紀平幸一（2/20 三島 RC） 

         小野 憲 （2/18 東京ピースウイングEクラブ） 

         土田 哲（2/6 北海道 Eクラブ） 

                 山口和拡（ワールド大阪 RC） 

    

SAA  原田精治    S.L. 森田修司    

斉唱  奉仕の理想 

委員会報告  

相模原西クラブのみなさん、 

本日は伊豆に足をお運びいた 

だき誠にありがとうございます。 

相模原西クラブさんとの交流は 

2002 年 2 月 20 日に始まりまし 

た。17 年目の今年、皆様をここ 

伊豆にお迎えし交流合同例会 

を行えることは、ロータリーの親

睦の精神である「友達を広めよう」という心のつながりがあって

こそです。こうしてまた皆様にお会いできることは、喜びととも

に感謝の気持ちでいっぱいです。 

先日、ある会で、「心のつながりの大切さ」についてのディ

スカッションがあり、その中でハワイに伝わる『ホ・オポノポノ』

の話が出ました。ありがとう・ごめんなさい・許してください・愛

しています。この 4 つの言葉を繰り返し唱えることで、自分の

心は浄化され、良好な人間関係を築くことができる。幸せを呼

びこむ魔法の言葉として『ホ・オポノポノ』が紹介されました。

会社を経営することも、地域を元気にする活動もすべては、

人と人との心のつながりの中で成り立つものであることは、言

うまでもないことです。ロータリーでいうところの奉仕の理想や

4 つのテストの根本も『心のつながり』があってこそ。そう想う今

日この頃です。 

本日は、伊豆の文化である芸妓の皆さんの踊り、躍動感あ

ふれる太鼓の演奏と、伊豆中央が心を込めて皆様をおもてな

しいたします。少々の不手際は、ロータリアンの『愛と友情』を

もってお許しいただければ幸いです。 

どうぞ存分にお楽しみください。 

 

幹事報告             幹事 水谷隆一 

相模原西 RCの皆様、ようこそお越しくださいました。

また、明日は米山梅吉記念館訪問も予定に入れていた

だき、ありがとうございます。 

楽しい交流会に致しましょう。宜しくお願い致しま

す。 

相模原西 RC・伊豆中央 RC 合同例会         

 

相模原西 RC  関口 修 会長 

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


 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

相模原西 RC・伊豆中央 RC 懇親会         
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インスピレーションに
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クラブ伊豆中央ロ
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‘UhlF 週報第2566回例会Ihl

7 ，、 2019.3.5（火）於サンバレー富士見

事務所静岡県三島市中央町4番9号 小里碓環境ビル2F

(055)976-6352‘

2018－19

R｜会長バリー･ラシンガバナー星野喜
会長古藤田博澄幹事水谷隆
会鞭委員会土田哲・長友範充

忠 TEL（055)976-6351FAX

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

SA A 小 野 信 SL原田精治 URL

蕊写真：熱川のお湯かけ弁財天（伊豆半島ジオパーク）斉唱「君が代」「それでこそロータリー」

ゲストビジ
’1

幹事 水谷隆一会長挨 騒蕊
缶富

拶 ジター会長古藤田博澄

野口優一様（ピュアプラザ所長》
イン入匡レー

騨
告出席報

一 一
一
ラ
ー
ョ

‘
［

･今回の欠席者：雨宮演邦木内昭夫土屋龍太郎

兵藤弘昭森田修史

･前々回のMU者：紀平幸一（2/21三島西RC）

土田哲（北海道Eクラブ）

土屋龍太郎（次年度理事会）

2月23日は､相模原西クラブとの友好親睦例会でした｡相

模原西クラブからは19名の出席を頂き､勇壮な喜酔会の太

鼓で始まり、あやめ育英会の踊り、お座敷遊びと華やかな宴

となりました｡親睦友好委員会を中心に伊豆中央として心よ曙

のおもてなしができたこと､心より感謝いたします。

27日には､伊豆総合高校にて､今年の11月17日に行わ

れるインターアクト指導者講習会の件で､私と幹事の方で打

ち合わせをしてまいりました｡テーマは｢地域の持続可能性

～活性化への取り組み～｣と決まり､今後6月の顧問会議に

一向け詳細を詰めていくことになります｡指導者講習会の抱き
合わせ企画として､次年度の財団プロジェクトとして､伊豆総

合高校のプロモーションビデオの制作等の企画提案もしてま

いりました。

2月のロータリーの友のRI会長のメッセージにもありました

が、我々ロータリークラブは、地域のいろいろな人々に働き

掛け､地域に大きな影響をもたらすような活動をその使命とし

ています｡伊豆中央としては､地元伊豆総合高校の生徒会÷

インターアクトクラブと協働して､青少年育成さらには将来の

地域の指導者育成に少しでも役立つプロジェクトとなるよう企

画を取りまとめていく所存です。

本日は、汚泥再生処理センター所長の野口さんをお招き

しての外部卓話です｡よろしくお願いします。

それでは､本日も有意義な例会を楽しみましょう。

スマイル報告 親 睦 友 好委員土田哲F．

水谷隆一、原田精治、土田哲

クボタ環境サービス株式会社、ピュアプラザ所長：野

口様、卓話楽しみにしております。よろしくお願いい

たします。

（本日のスマイル合計：￥15,000-）

慶事発表 驚認

会員誕生日

・古藤田博澄3月19日

奥様誕生日

・紀平幸一奥様幸代様3月3日

結婚記念日

・小林貞博2月25日

・小野信3月5日

誕生日の一言：古藤田博澄

56歳になりました。娘の高

校卒業式に出席してきました、

年月が経ったなと感じました。

まだまだ頑張りたいと思いま

すのでよろしくお願いいたし

一幸一半

主90

紀平幸一会員

RI会長テー ｢インスピレー筆ションになろう」BETHEINSPlRATIONマ：

前々回

今回

出席総数

19/24イ

19/24イ

出席率

79．17％

79．17％

ﾒーｸｱｯﾌ゚

22/24冬

会員総数

修正出席雪

91．67％

24名
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2019.03.12（火） 於 知半庵 
週報 第 2５67回例会 

伊豆中央ロータリークラブ 
RROOTTAARRYY    CCLLUUBB    OOFF    IIZZUU--CCHHUUOO  

事務所 静岡県三島市中央町4番9号  小野住環境ビル 2F 

TEL  (055)976-6351      FAX  (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)947-3100      FAX  (055)947-0564 

URL   www.izuchuo-rc.org 

写真：一碧湖の桜（伊豆半島ジオパーク） 

2018－19 
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                  

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 14/23 名 60.87% 22/23 名 95.65% 

今 回 12/21 名 57.14% 会員総数 24 名 

・今回の欠席者： 土田 哲・ 小島昭男・土屋龍太郎 

小野 憲・土屋雄三・木内昭夫 

山口和拡・小林貞博・兵藤弘昭  

 

・前々回の MU者：紀平幸一（2/21 三島西 RC） 

         木内昭夫（2/21 裾野 RC）  

         小野  憲 （2/18 北海道 Eクラブ） 

         土田  哲（2/23 北海道 Eクラブ） 

                 山口和拡（2/23 ワールド大阪 RC） 

         竹村淳一郎（2/21三島西 RC） 

         土屋龍太郎（3/5会長幹事会） 

         飯田鍵吾（2/21 三島西 RC）   

    

SAA  小野 信         

   

委員会報告  

ロータリーの友 3 月号に、RI 

会長エレクト（マーク・ダニエル・ 

マローニー氏）のインタビュー記 

事が掲載されていました。その 

中で氏は次年度会長テーマ「ロ 

ータリーは世界をつなぐ」にふ 

れ。「ロータリークラブは顔を合

わせた交流：ネットワークの元祖であり、その『つながり』を大

事にすることがロータリーであります。」と語っています。現

に、クラブに入会すると、地元のビジネスリーダーをはじめ、さ

まざまなリーダー達とのつながりが生まれます。クラブの活動

である財団プロジェクトや奉仕活動を通して地元の産官学連

携により地域とのつながりができます。友好関係を築くことで、

他地域のロータリーともつながります。インターアクトのスポン

サーとなることで次世代の若者たちともつながります。つなが

ることで、クラブとしてまた個々の会員にとってそれは力とな

り、地域の課題解決や自らの事業も含め、活性化に向けた活

動の原動力となります。結果、クラブ活動の成果は、会員の

増強につながり、クラブの持続可能性を高めることになるので

す。 

あわやさん、本日は移動例会の会場として当クラブを受け

入れていただき誠にありがとうございます。お世話をおかけし

ますがよろしくお願いします。 

それでは、本日も有意義な例会を楽しみましょう。   

ゲスト・ビジター  

大塚 良重さん  （ゲスト） 

知半庵  移動例会         

委員会報告  

・米山委員長 飯田鍵吾 

 4 月 20 日は米山梅吉記念館春期例祭での移動例会 

 となります。お間違えの無いようにお願い致します。詳細

につきましては後日連絡致します。 

・親睦委員長 原田精治 

 4 月 2 日例会は、移動懇親例会及び新会員歓迎会とし

ての「観桜会」となります。 

 詳細はお配りしました案内書をご覧ください。 

 

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


 

 

 

         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

知半アートプロジェクト  「ひで代さんの染しごと・布あそび」         
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伊豆中央ロータリークラブ
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週報第2568回例会
2019.3.26（火）於サンバレー富士見

事務所静岡県三島市中央町4番9号小野住環境ビル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

2018－19

RI会長
会長

会報委員会

バリー。ラシンガバナー

古藤田博澄幹事
土田哲・長友範充

星野喜忠

水谷隆一

www・izuchuo-rc・orqSA A 小 野 信 SL原田精治 URL

写真： 河津七滝釜滝（伊豆半島ジオハーク》斉唱「我等の生業」

宮本九美様（あやめ座実行委員会）
一

今

前回は、「知半庵」での移動例会でした。あわやさんの

お母様の芋版によるさまざまな作品は、古きよきもので

はなく、むしろ斬新な新しさを感じるモノでした。古民

家の独特な空間の雰囲気と展示された作品が一つとなっ

て、まさに『インスピレーション』を観るものに与える

ものでした。今期のロータリー会長テーマである『イン

今スピレーションになろう』をカタチにすることのヒント

がそこにあると思った次第です。前回の会長あいさつで

もふれましたが次年度の会長テーマは「ロータリーは世

界をつなぐ」です。ロータリークラブの面白さは、つな

がることにあります。クラブにとってまた個々の会員に

とって、つながることは『力』となり、さまざまな活動

の原動力となることは間違えのないことであると心得ま

す。「知半庵」あわやさんとのつながりも、またロータリ

ーならではであり、このような結びつきを大切にしてい

くことで、クラブの持続可能性を高めることにつながる

のではないでしょうか。

さて､本日はPETS報告です｡PETSでの大方針をしっかり

と受け止め、次年度の計画をたてる上での重要なインプットと

してください。

それでは､本日も有意義な例会を楽しみましょう。

今回の欠席者：木内昭夫紀平幸一森田修史

前々回のMU者：雨宮演邦（3/5伊東RC）

木内昭夫（3/17裾野RC）

土屋龍太郎（3/12次年度理事会）

兵藤弘昭（3/21三島西RC）

雨宮演邦

士屋龍太郎さん、ご苦労様でした。おかげさまで助か

りました。ありがとうございました。

山口和拡：お久しぶりです。

（本日のスマイル合計：￥16,000-）

入会記念日

・雨宮演邦4月6日

・土屋龍太郎4月7日

結婚記念日

・雨宮演邦4月5日

・土屋雄三4月6日

Rl会長テーマ「インスピレーションになろう』 ETHEINSPIRATI0N

会長挨拶
qg密塞

躍起霊撰顎
会長古藤田博澄 ゲストビジター副会長小島昭男

I
出席報告

前々恒

今厄

出席総数

19/24名

20/234

出席率

79．179イ

86．96％

ﾒーｸｱｯﾌ゚

23/24f

会員総数

修正出席2

95．83％

24毛

スマイル報告親睦友好委員兵 藤 弘 昭
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伊豆中央ロータリークラブ
剛1剛Yq肥解IZU-q伽

週報第2569回例会
2019.42（木）於伊豆市：天狗之杜

事務所静岡県三島市中央町4番9号小野住環境ビル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

201

R1

会
会幸I

8－19

会長バリー・ラシンガバナー星野喜 忠

古 藤田博澄幹事水谷隆一
土田哲。長友範充

長

睦員会

www・izuphuo-rc､orqURL

写真： 三日月の大洞遠国島（伊豆半島ジオパーク）

出席報告会長挨 拶 会長古藤田博澄

一

今回の欠席者：小野信、木内昭夫、紀平幸一

小林貞博、土屋雄三、土屋龍太郎

森田修史

前々回のMU者：紀平幸一（3/l9三島西RC）

小野憲（3/26東京ﾋﾟｰｽEクラブ）

土田哲（12/ll北海道Eクラブ）

木内昭夫（3/l3長泉RC）

土屋雄三（3/l5三島せせらぎRC》

土屋龍太郎（3/24PETS）

山口和拡（3/l7かながわ2780E）

2019年もあっという間に4月を迎え、会員の皆様の

会社でも新年度の経営方針発表や3月末が決算月のと

ころは決算に向けての準備など忙しい日々をお過ごし

のことと存じます｡我がクラブも7月の年度替わりに向

け、次年度の準備が着々と進行しています。

昨日、平成に代わる新年号が発表されました。『令和』

今Iこ込められたものは、日本人として、和の文化、和の心、
和の精神を今一度見直して、日本国民ひとり一人が日本

人としての誇りをもって学び､生きることを示したもの

であると私なりに解釈いたしました。

さて、本日は、『観桜会』ということで、皆様には夜

桜を楽しみながら忙しい合間の「ほっ」息つく楽しい時

間を過ごしていただき、鋭気を養っていただければ幸い

です。通常例会ではゆっくり話ができないこともあるか

と思います。この機会に、大いに懇親を深め、互いにわ

かり合い、ロータリークラブを有意義な場にしてくださ

い。

「天狗ノ杜」さんにおかれましては、本日の会場とし

てご協力いただきまして誠にありがとうございます。

それでは､今宵は移動親睦例会を楽しみましょう。

小島昭男、

「令和」

原田精治

よろしくお願いいたします。

本日のスマイル合計￥2,000‐

I
今

h

Pも

L

山
も

一

Rl会長テーマ「インスピレーションになろう」BETHEINSPIRATI0N

前々ﾛ

今［

出席総数

12/21堰

15/22堤

出席雪

57．149ィ

68．18呪

ﾒーｸｱｯﾌ゚

19/21名

会員総数

修1F出席率

90．48％

24名

L
'一

■■

一一一一

スマイル報告
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2019.04.09（火） 於 サンバレー富士見 
週報 第 2５70回例会 

伊豆中央ロータリークラブ 
RROOTTAARRYY    CCLLUUBB    OOFF    IIZZUU--CCHHUUOO  

事務所 静岡県三島市中央町4番9号  小野住環境ビル 2F 

TEL  (055)976-6351      FAX  (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)947-3100      FAX  (055)947-0564 

URL   www.izuchuo-rc.org 

写真：城ヶ崎のガクアジサイ（伊豆半島ジオパーク） 

2018－19 
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                 土屋雄三 

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 20/23 名 86.96% 22/23 名 95.65% 

今 回 19/23 名 86.96% 会員総数 24 名 

・今回の欠席者： 土田 哲・ 木内昭夫・竹村淳一郎          

・前々回の MU者：木内昭夫（3/26 米山運営委員会） 

         紀平幸一（3/20 三島 RC）  

SAA  小野 信    S.L. 森田修司    

斉唱  奉仕の理想 

スマイル報告       親睦友好委員会 兵藤弘昭        

委員会報告  

  

本日のスマイル 21,000 円 

スマイルの累計 ****円 

・雨宮演邦 

浜松での地区研修会には出席できず、申し訳ございません。ス

マイルで頑張ります。ごめんなさい。 

・雨宮演邦 

土屋源由さんおめでとうございます。伊豆中央 RC の誇りです。

我々も華が高いです。お陰様で本当にうれしいです。ありがと

うございます。今後は会員増強委員長としてその力をそそいで

ください。 

・兵藤弘昭・飯田晃司・小野憲・土屋雄三 

土屋源由候補のご当選を祝しスマイルします。 

・小野信・長友範充・原田精治 

土屋源由君、当選おめでとうございます。今後のご活躍お祈り

します。 

・土屋源由 

県議会議員選挙では、RC メンバーの皆様に大変なバックアッ

プをいただき、3 期目の当選をさせていただきました。本当に

ありがとうございます。本来ならば皆様のところに御礼の挨拶

に伺うところですが、風の強い選挙戦で顔を車から出して訴え

たため、目の網膜に穴があいてしまい、急遽手術をすることに

なってしまいました。今日は皆様のご支援に対する御礼として

スマイルを出させていただきます。ありがとうございました。 

先週は中伊豆「天狗ノ杜」 

さんでの『観桜会』でし 

た。久しぶりの親睦例会 

ということで、普段でき 

ない話がゆっくりできた 

ことと存じます。 

以前お話した通り、11月 

17 日にはインターアクト指導

者講習会がホスト校伊豆総合高校、スポンサークラブ伊豆中

央ということで開催されます。 

大筋が決まりましたのでご報告いたします。当日は 9時から

16時の間で、場所は伊豆市総合会館大会議場、テーマは「地

域の持続可能性～活性化への取り組み～」基調講演は NPO

サプライズの飯倉清太代表、彼は今年度から静岡大学の客員

教授に就任しました。そして、午後からは今回のテーマに関

連する SDGｓの学びの場として、ジオリアの見学、これはジ

オパーク推進協議会が対応してくれます。そして指導者講習

会のまとめとしてのフィールドワークを行い、終了となりま

す。 

さらに、今年度の財団プロジェクトとして、伊豆総合高校の

プロモーションビデオの制作が決定しました。ＦＭＩＳと伊

豆総合高校インターアクト（生徒会）が共同して制作し、指

導者講習会にて上映するほか、さまざまなカタチで活用し、

伊豆総合高校の公共イメージ向上に努めていきます。 

本日は、先日行われた地区協議会報告です。 

今夜もまた有意義な時間を過ごしましょう。 

 

・会員誕生日 4 月 7 日  紀平幸一  4 月 13日 中山博司 

・入会記念日 4月 10 日 小野 憲 

・結婚記念日 4月 12 日 森田修史   4 月 18日 紀平幸一 

 

慶事発表  

幹事報告             幹事 水谷隆一 

次回例会：4 月 16 日は休会、次回は 4 月 20 日米山梅吉

記念館春季例祭への移動例会となります。 

次次週 23日は今年度最後のガバナー補佐公式訪問です。 

米山奨学生カウンセラー委嘱状授与         

・玉置 敏 

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


 

                                                                                                                                                                     

                            

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

地 区 協 議 会 報 告  

米山梅吉記念館分科会報告         飯田鍵吾 
1. 米山梅吉記念館の設置・運営・資料の蒐集・展示 

  米山梅吉翁は、社会奉仕に人生の大半を捧げ「新隠居 

論」を提唱した。 

  その趣旨は、社会で功成り名を遂げた者は、その人脈 

や経験を生かし、 

  社会奉仕、世の公益事業に尽くすべきであるとする。 

この米山思想を普及すべく、その基となる資料、著作 

その他のものを展示し閲覧に供する。 

2. 米山梅吉翁の思想を普及するための講演会を年２回 

（春・秋）開催及び 

  印刷物の刊行  

3. 米山文庫の設置・運営（長泉ＲＣが現在担当している） 

4. 創立５０周年記念事業（2019.9.14.（土） 他各種行事・ 

奉仕活動支援 

5. 来館者要請により来場受入れ・墓参案内・卓話 対応 

する。 

  案内マニュアルの整備 

 

ロータリープログラム委員会 分科会報告  古藤田博
澄 
・インターアクト・ローターアクト・青少年交換の活動の役割と

使命は「そこに関わる子供たち（青少年）を未来のロータリア
ンに育てる。」 ～いかに育てたか 育ってくれたか～である。 

 積極的に取り組んで欲しいことは、地域の青少年とロータリー
クラブをつなぐこと。 

 インターアクト→ローターアクト→ロータリー 

 ＊青少年交換プログラムの活用 

 ★インターアクトやローターアクトが無いクラブはつくると
ころから始めましょう。 

・危機管理について 

 青少年に対する性的虐待やハラスメントは絶対に起こし 

 てはならない。 

 ロータリーは、活動に参加するすべての青少年の安全を考え、
肉体的、性的、あるいは精神的な虐待から彼らの身の安全を守
るため、最善を尽くす責任がある。 

・2019 年 11 月 17 日のインターアクト指導者講習会に向け 

 て 6 月 30 日（富士市交流センター）の「ロータリアンと 

顧問先生との連絡協議会」にて要綱の説明 

＊三島 RC の加藤さん（地区の委員会メンバー）へは、日大
三島 IAC・知徳 IAC の協力取付け済 

 

第二回 RＬＩミーティングに関する報告      古藤田博
澄 

 プログラム化を前提とした事前セミナー。 

 今後の予定としては、6 月、8 月地区外のＲＬI プログラ 

ムへの参加等をへて DR 候補者を育成 

  年度中に、DR（ディスカッションリーダー）選定  →  正 

式に 2620 地区プログラムとしてスタートへ 

 ★地区本部としては、次年度会長エレクトを中心に選定 

する意向。   

 

概況報告              土屋龍太郎 
・安間ガバナー 

その気にさせるのが得意、地域で必要故に存続する RC 

でありたい 

船は港にいれば安全だが、それでは目的を達成できない 

リーダーが集まり、協議して、行動する 

・RI と地区の次年度方針 

有能で思慮深く寛大な人びとが、手を取り合い行動を起 

こすための繋がりを築く 

クラブ戦略計画作成  5 年後のあるべき姿、3 ヶ年の会長 

＋行動力のある若手 

IT 促進、より見やすい地区 HP、ガバナー月信電子化、 

マイロータリー全員登録 

 

新会員分科会報告「地区研修・協議会に参加して」 小野 憲 
入会し，1 年が経過しました．さまざまな業種の方と接し，お話

しすることができ，とても有意義な 1 年でした．入会し，本当良
かったと思っております．熱心にお誘いいただいた紀平先生に感
謝申し上げます． 

今回の研修・協議会では，冒頭にマローニーRI 会長エレクトの
スピーチが冒頭に紹介されました．次期テーマは『ロータリーは
世界をつなぐ』です．入会後，人と人とのつながりの大切さをつ
くづく感じていましたので，とても共感できる内容でした． 

会員増強・維持，新会員の分科会に参加しました．その中で，『ロ
ータリーのモットー』に興味を持ちました． 

1. Service above self   

 超我の奉仕 

2. He profits most who serves best.  

  最もよく奉仕する者，最も多く報いられる 

というものです．自己を犠牲にし，他人を思いやることが大切で，
誠意をもって行動すれば，おのずと結果は伴ってくるという意味
かと思います． 

 今後も，自分の立場を理解し，責務を全うする所存です．ご指
導よろしくお願いします。 

 

会長・幹事・公共イメージ向上合同部会報告  石井政一 
会長・幹事・コウキョウイメージ向上合同部会に会長代理とし

て参加、研修してきました。2018-198 年度ガバナーエレクト安
間みち子さんは写真では分かりませんが、体型が小柄なため踏み
台に上がり気取らず、身振り手振り前進で表現され、説得力のあ
る開設がとても交換が持てました。 

IT 活用、マイロータリーの 100％登録実現のため、2 ヶ月単位
で集計した結果をガバナー補佐に報告、グループ内各クラブへの
登録を促して行くそうです。登録率 100％は甲府城北・浜松浜名
湖 RC とのでした。私たち第 1 グループ全体では最低の 28.68％
でした。伊豆中央 RC も少しでも登録率増加を図りたいもので
す。 

会員増強・維持・新会員部会報告          原田精治 

1．会員傾向の概要 

 2019 年 1 月 1 日 2018 年 7 月 1 日と比較 

会員数 1,206,501 11,394 

RC 数 35,663 -18 

女性の割合 23% 1% 

50~69 歳の割合 28% － 

40 歳未満の割合 5% － 

年間の傾向 

7 月に落ち込み、1 月に増える＝クラブ請求書との関係 

静岡第１グループ 期首 266 名 現会員数（1 月末）274 名（内
女性 15 名） 

2．会員増強・維持の方針概要 

 ・各クラブで増強計画を作成、セントラルへ入力する 

・ガバナー補佐を会員増強維持委員会委員とする 

・担当クラブの増強目標及び計画をクラブセントラルへ増強計画
書で把握。会長幹事会にて進捗を把握 

・各クラブは増強活動に際して、例会曜日、時間を理由に入会が
難しい会員候補を他クラブを紹介するようにアナウンス 

・各グループで純増 35％を達成する 

・入会候補者についての理事会承認時に 3 年間は新会員をサポー
トする会員を選任するようクラブに呼びかける。 

3．退会の傾向 

入会 1 年未満 22％ 入会 6~10 年 12％ 

入会 1~2 年 30％ 10 年以上 19％ 

入会 3~5 年 17％   

４．ロータリーの魅力の発信 

 クラブとつながる       地域とつながる 

     世界とつながる   
 

ロータリー財団部会報告          長友範充 
・ロータリー財団委員会の役割 

1.ロータリー財団の理解を深め、その理念を伝える。 

2.補助金を奉仕プログランムに有効に使うサポートをする。 

3.寄付を募り、奉仕活動のための資金を集める。 

 

・クラブ財団委員会もこの方針に従い、寄付の徴収、補助金プロ 

グラムのサポート、そしてロータリー財団の紹介・卓話などを 

行っていく予定。 
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週報第2571回例会
20194．20（土）於米山梅吉記念館

2018-19

R｜会長バリ－．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

事務所静岡県三島市中央町4番9号小野住環境ビル2F

TEL（0551976-6351FAX（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

RI会長テ云
一

URLwww・izuchuo-rc・or｡

写真：龍崎の蛇くだり（伊豆半島ジオバークミ

春 季会米山梅吉記念館春季〃I祭

公益財団法人米山梅吉記念館春季例祭

プログラム

日時

例祭受付

墓 参

場所

式次第

開会の辞14：00

主催者挨拶

来 賓 挨 拶

2019年4月20日（土）

13：OO～

13：00～13：50

公益財団法人米山梅吉記念館

司会進行米山梅吉記念館地区副委員長

公益財団法人米山梅吉記念館副理事長

公益財団法人米山梅吉記念館理事長

RI第2620地区ガバナー

東京ロータリークラブ副会長

（敬称略）

矢岸貞夫

加 藤 丈 夫

積惟貞

星野喜忠

津村重臣

講師紹介公益財団法人 米山梅吉記念館地区委員藤井圭二

記念講演14:30

演題「青山学院緑岡初等学校と落合楼」

講師村上昇男氏（落合楼村上主人）

アトラクション15:45民芸衆団奏鳴曲

閉会の辞16：15公益財団法人米山梅吉記念館副理事長井上雅雄

休憩

懇親会

乾杯16：30

司会進行米山梅吉記念館地区委員渡遷富夫

お知らせ

◎米山梅吉記念館に関する図書や物品も販売をしておりますので、お買い求めください

･人物写真集「米山梅吉翁」

･超我の人米山梅吉の還音

･米山梅吉先生語録抄

･藍壷覚書

･藍壷先生という人

15,000円

2,500円

1，COO円

1，000円

500円

･米山梅吉翁物語

･米山梅吉伝

･俳句集

･米山梅吉の点描

･米山梅吉記念館バナー

500円

4,000円

1,000円

900円

500円

マ 『インスピレーションになろうピ ヨ 」BE"THEl鴬SPIRATlON
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週報第2572回例会
2019．423（火）於サンバレー富士見

事務所静岡県三島市中央町4番9号小野住環境ビル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
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R｜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

SAA小野信S､L原田精治
一一一I～‐再一一一一一 一一

斉唱「それでこそロータリー」 写真：“海から眺める三石岬（伊豆半島ジオパーク》

皿繍犀雲一〃(暫一総…麹《
皆さん、こんにちは。ガバナー補佐訪問も最後の訪問となりま

佐 ガバナー補佐西原孝次

先日の地区協議会で隣合わせになった、他クラブの幹事の力

した。地区のグループ編成替えで第1グループとなり、初めての

ガバナー補佐を務めさせて頂き、各クラブを何度か訪問致しまし

た。2月には「伊豆半島のロータリークラブは一つに」というテ

ーマのもと1．Mが開催され、多数の皆さんにご参加頂き交流と

友好を深める事が出来ました。皆さん本当にありがとうございま

した。私自身入会以来けっして優秀なロータリアンではなく、ゴ

ルフやマージャンをしたり、飲む.打つ.買うと友好のみを行って

きたように思います。色々 な委員長を経験し、幹事や会長を任せ

られ、みんなが喜んでくれるのを楽しみにロータリーを楽しんで
きたように思います。

グループ編成替えで、三島クラブからガバナー補佐を選出する

事となり、西原に打診があった時、ロータリーでは″イエスかは

い〃しか答えがないので、お引き受けしました。ガバナー補佐を

務める事により、改めてロータリーとは何かを勉強させて頂きま

した。ロータリーは100年以上経って変化の時が来ております。

各クラブを訪問し､地区方針やRLlの事を説明してきましたが、

最後の訪問にあたり改めてロータリーとは何か、という事を皆さ

んに提案し、各クラブの活動に役立てて頂ければと思います。本

日は「ロータリーの心と原点」についてお話し致します。ボール・

ハリスがロータリーを作った時、「あなたはなぜロータリーを始

めたのですか」と言う問いに対し「淋しかったから」と答えたの

は有名な話です。ロータリーは、友情を大事にする団体だと言う

事です。友情を大事にする団体でなければ、これだけの発展はな

かったと思います。友情とは何か、より寛容でより他の人の良さ

を認め、より他の人と親しく交わり助け合うようにすれば、人生

の美しさと喜びを得られるのではないでしょうか。

それが我々 が求めるロータリーのすべてです。寛容とは何か。

寛大で人を許し受け入れる事、他人の罪や失敗を厳しく責めな
い、少数意見を認め差別しない事です。

が「ロータリークラブとは？」と問われた時に、どう答えれば

伊良いのか未だにわからないんですよ｡と話されていて､自分も
似たようなものだったのでこの機会に、マイロータリーやら関

連文献を参考にまとめてみました。そもそも、ロータリークラ

ブとは、ロータリーソングにあるように「奉仕の理想に集いし

友よ…」です。では「奉仕の理想」とは何か？「奉仕の理想」

とは「人に対する思いやりを持って、人のお役に立つこと」で

あります。その理想を実現するために基本理念があり、第一

に行動規範として「ロータリーの目的」があり、第二に倫理上

の尺度として「4つのテスト」があります。すべてのロータリアン

はこの精神を基本に「5大奉仕である（クラブ奉仕・職業奉

仕・社会奉仕・国際奉仕・青少年奉仕）」に取り組む。これ

が、ロータリークラブの「奉仕の理念」であります。では、その

先には何があるかというと。ロータリークラブ存続の最大の目

今的は、「ロータリーアンー人ひとりの職業の繁栄なくしてロー
タリーなし」であります。ここに集まる人たちは、ロータリークラ

ブで、様々 な活動を通して、地域のリーダーや経営者やその

他頑張っている人たちと｢つながる｣ことで、学び、励み、活か

すことで自らを研鎖する。ロータリーで培ったモノは、すべて

自らの人生（それは会社経営や地域活動や仕事や家族生

活など）に活かされる。故に、ロータリークラブとは、「人に対

する思いやりを持って、人のお役に立つこと」で「より幸せな

人生を歩むこと」を実現する行動集団である。ということにな

ります。これが正解ということでは決してありません。皆さん

も、それぞれに「ロータリーとは」と問われた時、自分ならどう

答えるか考えるきっかけとなればと存じます。本日は、西原ガ

バナー補佐をお迎えしての例会となります。西原さん後ほど

ご挨拶いただきますのでよろしくお願いします。本日の卓話

は、わさび生産者塩谷淳さんの外部卓話となります。では

今夜もまた有意義な時間を過ごしましょう。

Ri会長テーマ〆『インスピレー覇ションになろう由長 テ
BETHEINSPIRATIO1N
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2019.05.07（火） 於 サンバレー富士見 
週報 第 2５73回例会 

伊豆中央ロータリークラブ 
RROOTTAARRYY    CCLLUUBB    OOFF    IIZZUU--CCHHUUOO  

事務所 静岡県三島市中央町4番9号  小野住環境ビル 2F 

TEL  (055)976-6351      FAX  (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)947-3100      FAX  (055)947-0564 

URL   www.izuchuo-rc.org 

写真：源兵衛川（伊豆半島ジオパーク） 

2018－19 
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                 土屋雄三 

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 14/21 名 66.67% 17/21 名 80.95% 

今 回 16/23 名 69.57% 会員総数 24 名 

・今回の欠席者： 土田 哲・木内昭夫・小島昭男 

         土屋龍太郎・原田精治・兵藤弘昭 

         森田修史  

・前々回の MU者：紀平幸一（4/17 三島 RC） 

         土屋龍太郎（4/22 次年度理事会） 

         長友範充（4/14米山奨学生ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ） 

    

SAA  小野 信    S.L. 中山博司    

斉唱  我らの生業 

スマイル報告              

委員会報告  

  

本日のスマイル 円 

スマイルの累計 ****円 

（報告なし） 

4月21日修善寺駅前大掃除 

に参加してきました。伊豆総 

合高校のプロモーションビ 

デオの撮影も一緒に行って 

きました。 

久しぶりの清掃活動参加 

でしたが、生徒会や郷土芸能 

部の生徒達といろいろおし  

ゃべりしながら約一時間の清掃活動はとても有意義で 

あり、また楽しい時間でした。「子は宝」といいますが 

夢と希望にあふれた若者達は地域の宝だとあらためて 

感じました。 

清掃活動の後、伊豆総ミュージアムにも顔を出してき 

ました。現在は、書道部の作品が展示されていましたが 

その中には、その上手さに目を見張る作品もあり、感動 

しました。伊豆総ミュージアムのプロジェクトは地域と 

地元高校をつなげることを目的とした産官学連携事業 

ですが、こういった地道な活動こそが地域の未来づくり 

につながるものと思います。会員の皆様もぜひお近くに 

お越しの際はお立ち寄りいただければと存じます。 

前回のワサビ生産者の塩谷さんの話を聞いて思いま 

したがワサビ田の作り方やワサビの育て方は、それを知 

る者が次の世代に責任をもって伝えていかなければ、そ 

の伝統・文化は途絶えます。このことは、仕事も地域の 

ことも同様です。繰り返します「知る者が次の世代に責 

任をもって伝える」です。その行動が世代を超えて「友 

情」を育てる。それこそがロータリーの奉仕の理想では 

ないでしょうか。 

本日の卓話は、マイロータリー登録説明会です。 

長友会員よろしくおい願いします 

では。今夜もまた有意義な時間を過ごしましょう。 

・会員誕生日 

 5 月 8日 飯田鍵吾 

・入会記念日 

 5月 18日 飯田晃司 

・奥様誕生日 

 5月 14日 小野 憲会員 奥様 涼子様 

慶事発表  

幹事報告             幹事 水谷隆一 

今月の RIテーマは青少年奉仕です。 

次週 14日は特別休会、次次週 21日は次年度計画（協

議会）になります。お間違えのないようにお願い致し

ます。 

2018-19 年度も残り 2ヶ月、再議まで宜しくお願い致

します。 

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


 

 

                                                                                                                                                                     

                            

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

卓話                 

「MYROTARYの登録とクラブセントラルの活用」 

                   長友範充 

 

本日は、MYROTARY とクラブセントラルのお話を

させていただきます。 

 2015 年 5 月にも「ロータリーの IT 化」という題で

MYROTARUY とクラブセントラルの話をさせていた

だきましたが、最近 2620 地区の中で当クラブが

MYROTARY の登録率が最低との話を聞き、次年度が

始まる前に MYROTARY の登録を推進したいと思い

ます。 

 

当クラブの MYROTARY 登録状況 

 

 国際ロータリーでは、Web サイト、MYROTARY、

クラブセントラルという 3 本柱で IT 化を進めていま

す。地区でもやはり Web サイト、メールで IT 化を進

めています。次年度からはガバナー月信も Web 配信

となると言うことですし、連絡や書類の送付は今では

ほとんどメールとなり、それ以外の方法は受け付けな

くなっています。 

今更 IT 化という話ではなく、それが普通なわけで

すが、ロータリーはどうしても年齢的に高齢な方が多

いので、この部分が遅れ気味ではないかと思います。

しかし MYROTARUY やクラブセントラル、またメー

ルを使うことは今や必須のスキルとなっていますの

で、この機会に MYROTARY に登録して少しずつ使

いこなしていっていただければと思います。 

MYROTARY 

 「My ROTARY」とは、登録することで、ロータリ

ーの活動や地区・クラブ運営に必要な情報やデータを

随時入手できる便利なシステムです。 

 会員は MYROTARY から RI のサイトに入って、い

ろいろな情報、データを閲覧したり、クラブセントラ

ルを利用します。また、クラブ会長・幹事・事務局職

員にとっては、クラブセントラルから寄付目標、会員

増強目標など目標の設定、会員情報、半期報告書、人

頭分担金の請求書発行等、を行わなければなりません

から MYROTARY の登録は必須といえます。 

登録方法の詳細につきましては、配付資料を参考にし

てください。 

  

クラブセントラル 

 クラブのサポートと強化を目的に2012年に つくら

れた地区やクラブの目標を作成し、達成への進捗を確

認するためのオンラインツールです。 

 数年前から、事業年度が始まる前に、次年度の計画

をクラブセントラルに入力することが義務づけられ

ています。 

 クラブの長期的な傾向を調べたり将来のビジョン

を考えるには、要するに戦略計画を立てるには、やは

りクラブセントラルを利用して数値的に明確な目標

を作り、その進捗状況を都度把握していくことが必要

だと思われます。 

 

 以上、MYROTARY とクラブセントラルについて説

明させていただきました。 

7～8 年前につくられたもので、初期には使いにくい

とか遅いとか言われましたが、現在はリニューアルさ

れてかなり快適に使えるようになりました。また年々

その必要性は増しており、MYROTARY とクラブセン

トラルを使うことはほぼ必須となっています。 

 今回当クラブの MYROTARY 登録率が最低という

ことでお話をさせていただきましたが、配付した資料

を参考に MYROTARY に登録して使っていただけれ

ばと思います。 

登録出来ない方は個別に相談に応じますので、ご連

絡ください。 
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2019.05.21（火） 於 サンバレー富士見 
週報 第 2５74回例会 

伊豆中央ロータリークラブ 
RROOTTAARRYY    CCLLUUBB    OOFF    IIZZUU--CCHHUUOO  

事務所 静岡県三島市中央町4番9号  小野住環境ビル 2F 

TEL  (055)976-6351      FAX  (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)947-3100      FAX  (055)947-0564 

URL   www.izuchuo-rc.org 

写真：雨上がりの富士山（例会場より） 

2018－19 
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                 土屋雄三 

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 21/24 名 87.50% 22/24 名 91.67% 

今 回 17/23 名 73.91% 会員総数 24 名 

・今回の欠席者： 土田 哲・木内昭夫・小島昭男 

         竹村淳一郎・紀平幸一・ 森田修史  

・前々回の MU者：木内昭夫（4/21 長泉 RC） 

SAA  小野 信    S.L. 原田精治    

斉唱  それでこそロータリー 

スマイル報告             兵藤弘昭 

委員会報告  

  

本日のスマイル 4000 円 

スマイルの累計 ****円 

・兵藤弘昭 

ゴールデンウイーク 10 日間でアメリカ東部 3 カ所に家

族で行ってきました。家族サービスで非常に疲れまし

た。今月ロータリー頑張ります。 

挨拶のネタを求めて、『ロ 

ータリーの友 5月号』をぴら 

ぴらとめくっていると「23年 

間例会出席 100％」という見 

出しが目に入った。クラブを 

訪ねてのコーナーに掲載さ 

れた八戸東ロータリークラ 

ブの紹介文だ。クラブの伝統 

は「出席なくして親睦なし、親睦なくして奉仕なし」１ 

００％出席率の秘訣は？との質問に、現幹事の村田さん 

は「うちのクラブには IDM（インフォーマル・ディスカ 

ッション・ミーティング）という言葉が昔からあります。 

例会の８人ずつのテーブルごとにテーブルマスターが 

いて、3カ月に１回夜の会合を主催します。そのメンバ 

ーも定期的に変えていく。だから新会員もすぐに全員を 

よく知るようになります。昔は会員の自宅に集まったこ 

ともあったそうですが、今はレストランなどでロータリ 

ーのことを話し、親睦を深めます」と語っていました。 

奉仕の理想の根本は、つながることでわかり合い、仲間 

となって語り合うことで、行動が生まれる。      

八戸東クラブが 20 数年間以上にわたり、守ってきた

「出席なくして親睦なし、親睦なくして奉仕なし」は、ま 

さにロータリーの基本理念であり、その理念をカタチに 

する IDM をやり続けることで生まれる結束力と行動力 

は、まさにロータリークラブの手本となるものではない 

でしょうか。 

結果を求める前に、まずは語りの場づくりから。その 

継続があってこそのロータリーであるとあらためて感 

じた次第です。 

本日の卓話は、次年度計画協議会です。よろしくお 

願いします。 

では、今夜もまた有意義な時間を過ごしましょう。 

 

・結婚記念日 

 5 月 24日 山口和拡 

慶事発表  

幹事報告             幹事 水谷隆一 

・次週の卓話者に笹沼美幸氏を、また次次週は米山奨 

学生の金東熙さんに卓話者が決定しましたので、今 

期の例会の予定はすべて決定しました。 

・米山記念館特別寄付：今期中に各メンバー10000 円 

の寄付を集めることを理事会にて決定しました。 

・本日持ち回り理事会を開催致します。 

ゲスト・ビジター  

金 東熙 （米山奨学生） 

委員会報告              

・親睦友好委員会 兵藤弘昭 

 7月 7日恒例の韮山ライオンズクラブとの親睦ゴルフ大 

会を開催致します。 

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


 

 

                                                                                                                                                                     

                            

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

                次 年 度 計 画 （協 議 会 ）                 

「本気でやって、何が悪い」 
                                       会長エレクト 雨宮演邦 

 

伊豆中央ロータリーは、最高のクラブです 

目的、理念、組織、機能、活動、更に会員各々の意識の崇さ、最高です 

ロータリーは、人と人との友情、善意、真心を結び、惹きつける力を秘めた

世界的な組織です 

信用と信頼を真心に、真心と魂を、固く結ぶ引力を秘めた組織です 

ロータリーは、会員のバッチをつけた瞬間に、強力な引力を身に秘めます 

ロータリーは、会員と会員とを無限に結び合い惹きつけあう、途方もない最

高のクラブ組織です 

 

ロータリーは、よく、人生とは、人と人との出会だ、と言われます、その出会い出会いを、無限連鎖 

に拡大し、つつ、組織化されたクラブです、 

世界の平和、人類の幸せを願い、出会い出会いを大切に共有する、伊豆中央ロータリーの未来を本気 

確立します 

 

1 クラプ管理運営委員会、委員長、土屋雄三 

目標 

イ、会員、相互理解、互恵、親和を図る 

ロ、会員の倍増を実現する 

ハ、ジオパーク研修を深めて全員3クラス資絡を有す 

2 親陸、友好委員会、委員長、小島昭男 

・愉しい、愉快な打ち解けた、気の休まるクラブにする 

3 会員倍増委員会， 委員長、土屋源由 

・会員の倍増を実現する 

4 会場監督、委員長、小野 信 

・例会運常の改革、研鑽する 

5 会報委員会、委員長、土田 哲 

・正確な記録、情報、をはかる 

6  各々の委員会の充実、活性化 

・基木的に、各々の委員の本気でやって、なにが悪い、の熱意に期待します 

委員会で良い考えをまとめ、その実現をはかる木気に期待します 
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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
1J

＃

TEI‐（055)947-3100FAX（055)947-0564

原田精治SAA小野信 URL

写真：修禅寺奥の院（伊豆半島ジオパークミ：斉唱「我等の生業」

会長挨拶 ゲスト ビジター会長古藤田博澄 会 長古藤田博澄

笹沼美幸様（伊豆の国市社会福祉協議会）

5月11日せせらぎ三島ロータリークラブの30周年記

念式典に出席してきました。周年式典というよりは、『奉

一仕』をテーマとした勉強会．セミナーといったものでし
た｡せせらぎの三島の30年の歴史の重みが多くの事業実

績を聞くことで強く感じました。「タイの子供たちへの放

置自転車の寄贈｣や｢カンボジア児童教育環境支援事業｣、

「たんぼアート（子供たち田植え体験）並びにおたまち

ゃん食堂への収穫米の寄贈」どれもどれも、ストーリー

があり、しっかりとした準備とクラブが一つになって臨

まなければカタチにできないであろう素晴らしい事業ば

かりでした。こういった事業は、決して今日の明日にで

きるものではなく、長年の経験と実績により培われた行

動力、企画力、何にもまして強いのは、『つながり』です。

どれもこれも、せせらぎクラブだけでは完結しません。

クラブ会員の人脈、ネットワークをフル活用して地元行

伊政や他ｸﾗブや地域の支援者を動かし､支えられて初め
て成り立つものです。

私は、多くの学びの機会をこの式典で得ることができ

ましたが同時に「これほどまでに頑張っているロータリ

ークラブ」が同じグループ内にあったのかとその存在に

驚かされました。

ロータリークラブとは「世界を変える行動人の集団で

す｣。『つながること、それはすべての行動の原動力｡』

われわれクラブもせせらぎ三島を大いに参考にして、今

後の運営に活かす必要があると感じました。

本日の卓話は、伊豆の国市社会福祉協議会笹沼美

幸主事による外部卓話です。よろしくお願いします。

では、今夜もまた有意義な時間を過ごしましょう。

今回の欠席者：雨宮演邦、小野信、小島昭男、

土屋雄三、森田修史、山口和拡

前々回のMU者：木内昭夫（4/23長泉RC）

土田哲（5/l3北海道Eクラブ）

兵藤弘昭（5/17せせらぎ三島RC）

蕊

3ﾏ紬報告…婁凄嬢友好委員兵露"母
木内昭夫

御無沙汰いたしました。元気にしております。座る席

があって、ホッとしました。

（本日のスマイル合計：￥8,000-）

隷麺&、
欝患惣慶事発 表

葬 り .

U阜司

入会記念日

・紀平幸一5月22日

会員誕生日

・竹村淳一郎5月29日

誕生日の一言

68歳になります。健康に留意してドライバーの飛距

離が落ちないように過ごしたいと思います。

心
７

《

『丁

竹 村 淳 一 郎 会 員

“R BETHEINSPIRATlON
え鯨，.

|会長テ 『 イ ン ス ピ レーションになろう一マ

出席報告熱驚璽、灘箸副委員長飯田晃司”
話荘'裁 認

前々恒

今恒

出席総数

16/23名

16/22名

出席尋

69．57％

72．73％

ﾒーｸｱｯﾌ゚

20/23f

会員総数

修正出席塾

86．969《

24名
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R｜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

SAA小野信SL森田修史

斉唱「君が代」「奉仕の理想」

会長 挨 拶 会長古藤田博澄

6月1日下田のホテル山田屋さんで今年度締めくく

りの第1グループ会長幹事会が下田クラブがホスト役

戸となり開催されました。9クラブ各会長からの年度活
動報告、ガバナー補佐事務局からの会計報告、そして

西原ガバナー補佐の年度総括、その後は席を移し懇親

会と有意義な時間を過ごしました。

『伊豆は一つ』をテーマにスタートした第一グルー

プは、西原さんの強いリーダーシップのもとであらた

に編成された9つのクラブが固い紳で結ばれたと確信

しています。「ロータリークラブは楽しく、そして地域

に役に立つ行動集団であり続ける。各クラブのみなさ

んそれぞれの個性ある活動とそれに加え静岡第一グル

ープが一つとなって伊豆半島を元気にしていくことを

目指し、これからも、この一年で育まれた友情を忘れ

ずに共にがんばろう」西原さんの言葉を胸に『手に手』

一の合唱で幕を閉じました。

つながった9つのクラブが、これからの伊豆の未来

を切り拓く原動力となって、このスタート年度の理念

が次年度以降にしっかりと引き継がれていくことを大

いに期待したいと存じます。

次の日は、6月2日は伊豆総合高校の湧郷祭でした。

郷土芸能部の太鼓、吹奏楽部の演奏、書道部のパフォ

ーマンスと大変な賑わいでした。地元の高校の存在は

地域をつなぐ大切なコミュニティの場であることを改

めて感じました。

本日の卓話は、米山奨学生キムドンヒさんによる

卓話です。よろしくお願いします。

では、今夜もまた有意義な時間を過ごしましょう。

伊豆中央ロ 一夕リークラブ
mmRYq肥併IZU-qIn

週報第2576回例会
20196‘4（火）於 サンバレー富士見

事務所静岡県三島市中央町4番9号小里碓環境ビル2F

TEL（055)976-6351FAX（O551976-6352

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

WWW､izuchuo-rc､orqURL

写真： 大室山の山焼き（伊豆半島ジオパーク》

I

%ゲス トビジター 副会長小島昭柴

キムドンヒ様（米山奨学生：日本大学国際学部）

出席報告職”湛鑑委員長土屋雄三

出席総数 出席率 ﾒーｸｱｯﾌ゚ 修正出席国

前々回 17/23名 73．919イ 21/23f 91．309イ

今回 20/23名 86969イ 会員総数 24名

今回の欠席者：石井政一、小野憲、中山博司

前々回のMU者：木内昭夫（5/24裾野RC）

土田哲（5/22北海道Eクラブ）

紀平幸一（5/17せせらぎ三島Ra

竹村淳一郎（5/23三島西RC）

スマイル報告輔習蕊＝”親睦友好委員兵藤弘昭
醗

兵藤弘昭、土田哲、原田精治

キムさん、トマナセオバンガブセウブニダ

「また会えて嬉しいです」

（本日のスマイル合計：￥12,000-）

慶事発表 篭議…
入会記念日

・小林貞博6月15日

奥様誕生日

・森田修史奥様ちづる様

・木内昭夫奥様つれこ様

5月27日

3月3日

森田会員・木内会員・古藤田会長

RI会長テー マ ｢インスピレーションになろう』 8 ErHEINSPlRATIONE’.
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R｜会長

会長
会報委員会

SAA小野

バリー･ラシンガバナー星野喜忠
古藤田博澄幹事水谷隆一
土田哲・ 長 友 範 充

信S, L 森 田 修 史

斉唱「それでこそロータリー』

会 長挨拶 会長古藤田博澄

財団地区補助金を活用した、いわゆる2018年度財団プ

ロジェクトは、伊豆総合高校インターアクトクラブ顧問

r鱒漁無崎塵蝋蒜雛脆
結ぶ拠点が欲しい。具体的に何をやったらいいのかわか

りませんが、そういう『拠点』をつくりたいので協力を

して欲しい｡」というものでした。準備費、運営予算はゼ

ロ円で貸してくれ、しかも駅前となると…そんなのムリ

と言ってしまえばそれまでですが、高校側からの提案、

伊豆中央クラブへの具体的な協力依頼は、ここ数年高校

と接して初めてでしたので、『その想いに応えたい』その

気持ちだけで、駅前の有力者、情報通の知り合いに「空

き店舗や貸してくれそうな場所」の情報を集めました。

そこで、出てきたのがレンタルサイクル事業を市の指定

管理で営む『いずベロ』。代表の後藤さんとは以前から懇

意ではありましたが、まさか二つ返事で快諾担当所管

の観光商工課との話もスムーズに進み、場所を確保する

ことができました。運営企画に関しては、以前からロー

今タリーとも関係のあった写真部、書道部を中心に作品を
展示したり、ワークショップをやることで地域の人にも

親しまれる場所に、ということで『伊豆総ミュージアムム

の構想がまとまり、名倉先生と生徒会（インターアクト

クラブ）が学内を取りまとめて、はれて、昨年の8月2？

日オープンということになりました。

伊豆総合高校のこれまでの地域貢献、伊豆中央クラブ

の財団プロジェクトの実績等で培われた人脈とネットワ

ークが地域の人たち、行政を動かし、地域の力が一つと

なってカタチとなったプロジェクトです。先日お話した

せせらぎ三島の活動と同様、地道な活動の積み重ねと会

員それぞれの持つ人脈やネットワークが活かされて活動

は身を結びます。私はそれこそがロータリーと確信して

います。

本日の卓話は、委員会実績報告です。よろしくお願いし

ます。

では、今夜もまた有意義な時間を過ごしましょう。

伊豆中
則1閲RY

央ロータリークラブ
α服肝IZU-qlm

週報第2577回例会
2019．618（火）於サンバレー富士見

事務所静岡県三島市中央町4番9号小里碓環境ビル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

URL

写真：

www・izuchuo-rc・om

水晶山と大仁橋（伊豆半島ジオバーク？

出席報告次年度出席委員長小林貞博

出席総要 出席率 ﾒーｸｱｯﾌ゚ 修正出席率

前々恒 16/22名 72．739 18/22名 81.82％

今但 19/22堰 86．36％ 会員総勢 244

今回の欠席者：紀平幸一小島昭男土 屋雄三

前々回のMU者：雨宮演邦（5/21次年度理事会〉

土屋雄三（5/30三島西RC）

輯

スマイル報告親睦友好委員兵 藤 弘 昭

兵藤弘昭

平成、令和最後の通常例会にスマイルします。

土屋龍太郎

小野先生、お世話になりました。助かりました。

石井政一

長友さん、ボコがお世話になりました。元気になりま

した。

（本日のスマイル合計：￥22,000-）

慶事発表“

会員誕生日

雨宮演邦：6月23日「79歳になりました．車

小野信：6月29日「72歳になりました｡」

入会記念日

竹村淳一郎：6月21日

奥様誕生日

小野信会員奥様唯起子様：6月29日

古藤田博澄会員奥様幸枝様：6月30日

結婚記念日

兵藤弘昭：6月25日

R･画'y＊●謡…
ｲﾝｽビﾚｰｼｮﾝには各ぅ

言言

潤

、融耐 型

･
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』ムダ日〃

Lﾉ◎

“

雁 会長テ 一マ ｢インスピレーションになろう皇 BETHEINSPIRATl0N
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会長バリー･ラシンガバナーー星野喜
長古藤田博澄幹事水谷隆

会報委員会土田哲。長友範充

忠

会長挨拶 会長古藤田博澄

I
ロータリークラブは、自己研鎖の場。この一年、会長

という立場で自らを磨く学びの機会となったことは間違

いないことです。中でも、再編された静岡第一グループ

の西原ガバナー補佐をはじめとして9クラブの会長・幹

事の皆さんと知り合い、つながることで、あらたな人脈、

ネットワークづくりができたことは、今後の『伊豆は一

つ』に向けたさまざまな活動に大いに役立つものになる

でしょう。伊豆総合高校との関係づくりも2018財団プロ

ジェクトとして『伊豆総ミュージアム』を開設する過程

一で、深樺校長やインターアクト顧問である名倉先生とは
信頼関係を築くことができ、今年11月17日に開催され

る『指導者講習会』の準備も今のところスムーズに進ん

でいます。

以前、この挨拶でもふれましたが、ロータリークラブ

とは奉仕の理想である「人に対する思いやりをもって、

人に地域に世界に役に立つことをする」ことであります。

その行動の信条はロータリーの目的、四つのテストであ

り、その心を大切に5大奉仕に取り組む。その行動を通

していろんな方たちとつながることで、自らの人生が幸

せにむかう。これからも、自分に正直に、何事にも真面

目に一生懸命の気持ちで一日一日を生ききろうと思いま

す。

皆様におかれましては、一年間お疲れさまでした。本

日は、大いに親睦を深め、雨宮年度への大きな弾みとい

たしましょう。

伊豆中央ロータリークラブ
恥W熊Yは肥併IZU-qm

週報第2578回例会
2019.6.25（火）於宝山荘ゑびすや

事務所静岡県三島市中央町4番9号小野住環境ビル2F

TEL（O55l976-6351FAX（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

wwwizuchuo-rcorOURL

写真： 天城越えのループ橋（伊豆半島ジオバーク）

出席報告，出席委員長土 屋 雄 三

出席総謝 出席率 ﾒーｸｱｯﾌ゚ 修正出席Z

前々回 20/23名 86．96％ 23/23f 1009

今回 20/23名 86．36％ 会員総数 24f

今回の欠席者：小野信木内昭夫紀平幸一

前々回のMU者：石井政一（6/13三島西RC）

小野憲（6/4束京ﾋﾟｰｽEｸﾗプ）

中山博司（6/4タイトンブリ訪問》

出席表彰 出席委員長土屋雄三

100％連続出席

38年：木内昭夫

24年：飯田鍵吾

23年：紀平幸一、竹村淳一郎

21年：長友範充

9年：中山博司、水谷隆一、土屋雄三

8年：雨宮演邦

4年：石井政一

3年：古藤田博澄

2年：土田哲

Rl会長テー マ ｢インスピレーションになろう」BETHEINSPIRATIONし






