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【  R.  I.  会⻑⾧長】
 　 　カルヤン・パネルジー
【R.I.  2780地区ガバナー】
 　 　森 　洋
【第９グループガバナー補佐】
 　 　橋本 　槇雄

【会 　⻑⾧長】杉崎 　勝成
【副会⻑⾧長】杉⼭山 　市好
【幹 　事】辻村 　彰秀
【副幹事】柳柳井 　渉
【会場監督】村瀬 　雅實

本⽇日の例例会：通常例例会（第1711回）

会場：⼩小⽥田原卸センター内会議室
⽇日時：2011年年7⽉月12⽇日 　12:30〜～13:30
司会：柳柳井  渉    副幹事

12:30 開会点鐘：杉崎  勝成  会⻑⾧長
ローターソング⻫斉唱 　「我等の⽣生業」
ビジター・スピーカーの紹介
⾷食事
慶事祝福
新会員⼊入会式
会⻑⾧長挨拶
幹事報告／出席報告／委員会報告
ニコニコ箱／同好会報告

13:00 【卓話（地域⽂文化）】
担当：  ⼟土岐博也  君
卓話：南⾜足柄市市⻑⾧長 　加藤修平 　様
 　 　「まちづくりと歴史」

13:30 閉会点鐘：杉崎  勝成  会⻑⾧長

【今後の例会・卓話スケジュール】

7月19日　通常例会（奉仕のこころ）　12:30
担当：志澤昌彦 君
卓話：NPO法人mama’s hug 代表　山本加世 様
「100のことばよりhug」

7月26日　通常例会（地域文化）　12:30
担当：志澤昌彦 君
卓話：
神奈川県温泉地学研究所　次長兼管理課長　杉原英和 様
「小田原に影響をあたえる地震について」

8月2日　移動例会（RC）　17:30
会場：ヒルトン小田原
担当：執行部
「納涼例会」

「四つのテスト」ーその１

本シリーズを始めるにあたって、私たちが毎月第一例会で唱え
ているロータリアンの道徳的指標である「四つのテスト」につ
いての情報をお伝えします。余談ですが、「四つのテスト」を
毎例会唱えているクラブも多くあり、箱根クラブのようにメロ
デｲにのせて唱えるクラブもあります。因みに作曲者は、相模
原南RCの水谷暢宏さんという方です。
「四つのテスト」は、1954-55年度RI会長を努めたハーバート　
J.テーラーが、再建を託された会社を立て直す為に社員の行動
規範として1932年に考案し、これによってその会社を見事立
て直したという24の単語からなるもので、1943年RI正式採
択、1954年にその版権がロータリーに寄付されました。日本

語訳については、同年に全国のRCからの応募を受付け、東京
RCの会員で毎日新聞社長であった本田親男氏の応募訳が当選
原案として選ばれ、「善意と友愛を深めるか」となっていたと
ころを「好意と友情を深めるか」に変更され、現在使われてい
る「四つのテスト」となりました。他の応募作には、渡世四針
「真実ですか？」「一様に公平ですか？」「友愛と親善を深め
ますか？」「漏れなく潤ひますか？」（横浜RC）、事に当り
て先ず問はむ　それが真実で正しいか？　公明正大明朗に　好
意と友誼を増進し　凡ての者を益するか（東京北RC　乾会
員）などがありました。

指導者育成委員会
（文責：井上　寛）　

❖ニコニコ箱

久保⽥田  知⼦子 　委員⻑⾧長
7月5日分 累計 目標

ニコニコ箱 90,000 90,000 1,500,000

村瀬雅實さん・・・今月は入会月です少々、２１年目に入りま
す。
石崎　孝さん・・・杉崎年度始め執行部の皆様１年間頑張ってく
ださい。思い出に残る１年になりますように。
小嶋章司さん・・・杉崎丸の出航おめでとうございます。また、
７月は入会月です。皆さん入会月にはニコニコに協力しましょ
う。
西　寛さん・・・杉崎丸の出航の時が来ました。杉山君、辻村
君、柳井君、杉崎会長を無事帰港出来ますよう１年間たのみま
す。陰ながら応援させていただきます。
太田　忠さん・杉本博愛さん・田代博信さん・・・杉崎丸の無事
な出航を祈念します。
須賀俊夫さん・・・杉崎年度、年初例会おめでとうございます。
国際交流プロジェクト全力上げてご協力させていただきますので
宜しくお願い致します。
大川久弥さん・・・本日は入会式で慣れない司会を務めさせてい
ただきますが、よろしくお願い致します。
阿久津馨さん・・・今年度より入会いたしました。よろしくお願
い致します。
ニコニコ箱委員会・・・杉崎年度一年間皆様の協力お願い致しま
す。阿久津さん、上田さん入会おめでとうございます。

小田原北ロータリークラブ　会長・幹事・・・本日はお招きいた
だきありがとうございます。そして本日の年初例会誠におめでと
うございます。北クラブ一同心よりお祝い申し上げると共に、杉
崎丸の航海が穏やかで素晴らしいものであることを期待確信いた
しまして、ささやかではございますが、にこにこさせて頂きま
す。
足柄ロータリークラブ・・・本日は誠におめでとうございます。
そして河野さんいつも綺麗なお花を有り難うございます。又足柄
の年初例会にニコニコ有り難うございました。本年も足柄RC宜し
くお願いいたします。
前年度執行部・・・前年度はお世話になりました。竹村さんのお
疲れ様会をやった時の余りを少々。
執行部一同・・・３７期杉崎年度がスタート致しました。一年間
ご協力お願いします。本年度スローガン「楽しく学ぼう、奉仕の
為に」宜しくお願い致します。
会場監督一同・・・杉崎年度・執行部の方々一年間頑張って下さ
い。会場監督一同明るく、楽しい会場設営に努めてまいります。
皆様宜しくお願いします。
親睦活動委員会・・・「和らぎと睦」をテーマに委員会一同ガン
バリます。ご協力お願いいたします。杉崎丸発進！
プログラム委員会・・・１年間楽しい卓話をお届けさせて頂きま
す。よろしくお願いいたします。
クラブ会報委員会一同・・・今年度よりクラブ会報もリニューア
ルをし、新メンバーで頑張っていきます。１年間よろしくお願い
致します。
チャリティープロジェクト委員会一同・・・今年１年間ガンバッ
テ活動いたします。
菊地義雄さん・土岐博也さん・・・１、本年度役員の方々しっか
りお願いします。　２、私達二人が紹介した上田君をよろしく。
渡部重海さん・・・杉崎丸の門出を心からお喜び申し上げます。
清　康夫さん・・・１、杉崎会長年度の執行部の船出おめでとう
ございます。一年間楽しく行きましょう。　２、阿久津さん、上
田さん入会おめでとうございます。　３、入会して３０年となり
ましたので少々ニコニコへ。
河野秀雄さん・・・杉崎年度の一年間無事に終わる事を祈念いた
します。
本多純二さん・・・今年度世界社会奉仕部門を任されました。こ
の委員会を順調に進めるためにも皆様のご協力並びにニコニコへ
のご協力お願いします。
井上　寛さん・・・新年度の門出を祝して。
守屋善男さん・中野　明さん・・・杉崎年度の門出を祝して、
少々ですが。
中村維孝さん・・・杉崎丸の大漁をお祈りします。

【小田原城北ロータリー・クラブ】
事務局：〒250-0211　小田原市鬼柳172-9
電　話：0465-37-1222　　FAX：0465-37-7377
URL：http://www.odawarajhrc.jp　Mail：info@odawarajhrc.jp
例会場：小田原卸センター内会議室
創　立：1976年4月2日　承認： 1976年5月8日
例　会：毎週火曜日　12:30～13:30
クラブ会報委員会　編集長：金山慶昭　監修： 井上　寛　コピーライター：大川　誠　デザイン：小林和彦　フィールド：須藤公司　

会員数：52名

例例会報告：2011年年7⽉月5⽇日（曇） 　第1710回年年初例例会

  ロータリー情報

■■■　メーキャップ情報　■■■
- 2011年7月 -

‣13日(水) 小田原北 報徳会館 12:30 
‣14日(木) 小田原中 報徳会館 12:30
‣15日(金) 湯河原 16:00  
   　　ニューウエルシティ湯河原（G公式）  
  足柄 おんりーゆー 12:30
‣18日(月) 小田原 振替・休日休会
‣19日(火) 箱根 富士屋H 12:30
‣20日(水) 小田原北 報徳会館(G公式2週間前) 12:30
‣21日(木) 小田原中 報徳会館 12:30
‣22日(金) 湯河原　12:30
  　ニューウエルシティ湯河原(カレー)
  足柄 おんりーゆー(G公式) 12:30 
‣25日(月) 小田原 報徳会館(クF) 12:30
‣26日(火) 箱根 富士屋H(ク協) 12:30
‣27日(水) 小田原北 報徳会館 12:30
  小田原城北RAC マロニエ201 19:45       
  「広報活動について考える」
‣28日(木) 小田原中 報徳会館(ク協) 17:30 
‣29日(金) 湯河原 特別休会(定款に依る)
  足柄 おんりーゆー 12:30

http://www.odawarajhrc.jp
http://www.odawarajhrc.jp
mailto:info@odawarajhrc.jp
mailto:info@odawarajhrc.jp


❖会⻑⾧長挨拶

年初例会会長挨拶

杉崎 勝成　会長

　小田原城北ロータリークラブ２
０１１～２０１２年度年初例会を
本日迎える事が出来ました事は、
一重に会員各位のご協力の賜だと
感謝申し上げます。
　会長ノミニーそしてエレクトと
してご指名頂いてからの1年半は
あっと言う間の時間でしたが、前
年度中村会長をはじめ執行部の皆
様、激動の１年間となり本当にご
苦労されたと思います。一年間、
本当に苦労様でした。

さて、本日は記念すべき第１回目の例会で御座います。今年
に入り着々と準備をしてきました、理事役員、執行部又、委員
長の皆様のご協力により本日無事にスタートする事が出来まし
た有り難うございます。とともに１年間の重責に身の締まる思
いで有ります、執行部、理事の中にも若い人が居ますが、わた
くし共度も皆様方のご指導ご協力をお願致します。
　本年度ＲＩカルヤンパネルジ―会長のテーマは「心の中を見
つめよう、博愛を広げるために」です。このテーマのもと１年
間活動をしていきたいと思います。本年度クラブテーマを上げ
ました。意味と致しましては、楽しい仲間との時間を過ごして
いても、最終的には、奉仕の為にと思い、「楽しく学ぼう、奉
仕の為に」た、させていただきました、そして、実践する為
に、以下の３つのテーマを重点項目として、推進して行きたい
と思います。

1. クラブ独自の魅力作りと長期ビジョン策定
2. クラブ研修制度の充実
3. 会員増強

です。そして、昨年から導入致しましたＣＬＰの継承、長期ビ
ジョン策定の推進、等、１年かけてじっくりと取り組んで行き
たいと思います。
　今年は丸々周年のはざまで有ります。又この時期の意義もあ
ります。それは例会や事業を一つ一つ丁寧に行う事です。執行
部、理事役員委員長一丸となって１年間運営をしていきたいと
思います。この後クラブ協議会、懇親会と長丁場で有りますが
本日最後まで宜しくお願い致します。
最後に成りますが皆様方のご指導ご鞭撻をお願い申しあげ

て会長の挨拶をお終わります。

❖幹事報告
辻村  彰秀 　幹事

＊⾜足柄RC(7/1）、⼩小⽥田原北北RC(7/6)
の年年初例例会に会⻑⾧長幹事で出席しま
す。

＊納涼例例会（8/２）のお知らせが来
週配布されますので、お誘いあわせ
いただき、たくさんの⽅方のご出席願
います。
＊本⽇日⼊入会の阿久津会員、上⽥田会員
の５⼈人グループの所属は活動計画書
を参照ください。

＊本⽇日、理理事会において、今年年度度の⼀一般会計、ニコニコ会計予
算、及びカレンダーが承認されました。 　活動計画書を参照し
てください。

＊例例会終了了後、15時50分から前年年度度会計報告、監査報告、16
時からクラブ協議会、18時から懇親会となります。
⻑⾧長時間ですが宜しくお願いします。

＊本年年⼀一年年間、宜しくお願いいたします。

❖出席報告
出席報告 会員数 出席 M.U 出席率

7月5日 51(49) 45 0 91.84%

6月28日 51(47) 41 1 89.36%

6月21日 51(47) 43 0 91.48%

【⽋欠  席  者】 4名
 　 　⼤大⾕谷 　宏、⽯石橋 　徹、⼩小林林  泰⼆二、⽩白井 　忠

【ゲ  ス  ト】 7名
 　 　柴崎  正三 　様（⼩小⽥田原北北RC会⻑⾧長）
 　 　中⾕谷  元⼠士 　様（⼩小⽥田原北北RC幹事）
 　 　勝⼜又  ⾠辰辰美 　様（⾜足柄RC会⻑⾧長）
 　 　⾼高部  伸⼀一 　様（⾜足柄RC幹事）
 　 　程彩  霞 　さん（⽶米⼭山奨学⽣生） 　
 　 　RAC 　井上会⻑⾧長様、釼持会計さん

❖⼩小⽥田原城北北RAC年年初例例会

例例会報告：2011年年7⽉月5⽇日（曇） 　第1710回年年初例例会

相応しい会員をご紹介ください！

■■■　メーキャップ情報　■■■
- 2011年8月 -

‣1日(月)　小田原 報徳会館(G公式) 　12:30
‣2日(火)　箱根 富士屋H　12:30
‣3日(水)　小田原北 報徳会館　12:30
　　　　　小田原城北RAC マロニエ201　19:45
　　　　　　　「小田原城北ＲＣ・杉崎勝成会長卓話」
‣4日(木)　小田原中 報徳会館(クF)　12:30
‣5日(金)　湯河原　ニューウエルシティ湯河原　12:30
　　　　　足柄 おんりーゆー(クF)　12:30 

会場：湯本富⼠士屋ホテル
時間：15:30〜～20:00

❖プリヤンカさん来⽇日
Priyanka Pereraさんに感謝状

　スリランカで勤
務する仲間の社員
(200名)に呼びか
け、大震災の義捐
金を集めたことに
地区より感謝状が
届けられました。
7月2日市内のレス
トランで鈴木(友)
さん菊地さんらが
同席する中その贈呈式が行われました。その様子はタウン
ニュースに近々掲載されます。
　プリヤンカさんは1994年東海大に留学され米山奨学生にな
り、その後も1997年から我クラブに大変お世話になったそう
です。現在は海老名に本社のある「近代化学㈱」のスリランカ
の子会社の常務取締役で、化粧品を世界26カ国に輸出してい
ます。
　アラリヤ基金でお世話している子供たちは37名。月に1人
400ルピー(730円)掛かりますが、近年金利が下り物価が上
がったので1人500ルピーに増額を検討中。不足分は社員の協
力で何とか賄っているそうです。
　今月50歳となる彼は、会社を大きくしてみんなのために役
立ちたいと抱負を語っていただきました。

小田原城北RAC・強い思いで出航！

　先週の水曜日 ローターアク
ト支援プロジェクト・木村
リーダーやプロジェクトメン
バー、清さん、小嶋会長エレ
クト、久保田さん、相模原Ｒ
ＡＣ会長と直前会長、絆友会
の島村さんと中村さん、ゲス
トの木村さんらがご同席いた
だく中、小田原城北ローター
アクト・クラブの年初例会に参加しました。

　今年度のテーマは「ONE FOR ALL, All FOR ONE」。
「今年はロータリアンとＲＡＣが一緒になる」と、井上会長は力強
い言葉で所信を語り始めました。
具体的なこの意味は配られた資料に以下のように書かれています。

「今年のアクトのテーマは全体としての役割と、一人ひとりが責任
をもって行動する事をしっかりと頭に入れて活動していく。さらに
もうひとつのFamilyとしてアクトとロータリアンとで理解しあって
活動をしていきたいと考えています。
今年は会員を増やしていきたいので、多くのロータリアンのご協力
を賜りたいと思います。」
　次に４つの目標を掲げています。

1.もっとアピールを増やし会員を入れる、皆にアクトを知ってもら
う、学校や大学の文化祭にでる、近所のお祭りで出店するなど、
インターアクトにも働きかけ会員を増やす。
広報にも力を入れタウン誌に活動を掲載、ＰＲパンフレットを各
役所に配布、ロータリーの例会にも出席しＲＡＣをもっと知って
もらいロータリアンの家族や社員を勧誘、など今後ＲＡＣの中で
もっと検討して行くそうです。

2.活動資金を増やすこと
A. フリーマーケット年２回に増やす。
B. 開催場所を都心の方にする。
C. 例会の飲食代はアクターが毎回500円負担すること。

井上会長は、ある海外のＲＡＣではロータリーから資金援助を受
けず、自分たちで活動資金を作り出していることを聞き共感を
持ったようです。昨年度のフリマは２万円集まりました。

3.ロータリアンに理解してもらい共に活動するようにする。小田原
城北ＲＣの例会に出てもっと理解を促す。
彼らの言葉を借りれば、ロータリアンと顔つなぎの場を増やし、
ロータリアンの思うローターアクトは「こうあるべき」という意
見を聞くなど合同例会も企画している模様。

4.宗沢公園に集まる機会を増やす。
宗沢公園に集まって例会や家族とピクニックしたくなるなど、楽
しく集まってもらえるような場所にしたいそうです。

　現在会員は６名、内１名が休会。この日は２名が欠席でしたが会
員減少が逼迫した課題です。会員増強の為の思案があるようです
が、ロータリアンからも是非アドバイスをお願いしたいと思いま
す。後日聞いた話しですが、ゲストで茅ヶ崎からご参加の木村さん
は入会の意志があるようで良かったですね。８月３日の例会は「杉
崎会長の卓話」です。
年初例会の模様は、
http://www.ustream.tv/recorded/15833240　でどうぞ！
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