
第1554号
国際ロータリー第2780地区

⼩小⽥田原城北ロータリー・クラブ
R.I. DISTRICT No.2780
ODAWARA JOHOKU R.C. 
2011-2012
WEEKLY BULLENTIN

【 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】柳井 　渉
【会場監督】村瀬 　雅實

本⽇日の例会：通常例会（第1713回）
会場：⼩小⽥田原卸センター内会議室
⽇日時：2011年7⽉月26⽇日 　12:30~13:30
司会：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 　「それでこそロータリー」
スピーカーおよびビジターの紹介
⾷食事
慶事祝福
会⻑⾧長挨拶
幹事報告／出席報告／委員会報告
同好会報告／ニコニコ箱

13:00 【卓話（地域⽂文化）】
担当: プログラム委員会
卓話：
神奈川県温泉地学研究所
次⻑⾧長兼管理課⻑⾧長 　杉原英和 様
「⼩小⽥田原に影響をあたえる地震について」

13:30 閉会点鐘：杉崎 勝成 会⻑⾧長

13:30 新会員オリエンテーション

「四つのテスト」ーその３

 　四つのテストをひとつづつ⾒見見ていきましょう。
・Is it the truth? 真実かどうか
「嘘偽りがないかどうか」という意味です。ここ数年、産地偽
装や賞味期限改ざんなどの事件が数多くありました。売上げを
確保する為ならお客様を欺いてもいいんだとの考えは、結局、
会社存亡にもかかわるということをもう⼀一度認識しなければな
りません。
・Is it fair to all concerned ? 　みんなに公平か
all concernedは、「関わりのあるすべての⼈人」という意味で
す。また、fairは「公正」と訳すとよりピンとくるのではない
でしょうか？「仕事に不正はないのか」を常に⼼心がける必要が
あるということではないでしょうか。

・Will it build goodwill and better friendship? 　好意と
友情を深めるか
Goodwillには、親善や好意という意味のほかに暖簾（のれん）
という意味があります。会社のイメージを⾼高めることを⼼心が
け、⼈人間関係も良好に保つ必要があるという意味合いなのでは
ないでしょうか。
・Will it be beneficial to all concerned? 　みんなのために
なるかどうか
all concerned「関わりのあるすべての⼈人」をbeneficial＝利す
る⾏行行為かどうかという意味です。
皆さんも英和辞書を⽚片⼿手に皆さんなりの新訳「四つのテスト」
に挑戦してみてはいかがでしょうか？

指導者育成委員会
（⽂文責：井上 　寛） 　

❖ニコニコ箱
久保⽥田 知⼦子 　委員⻑⾧長

7月19日分 累計 目標

ニコニコ箱 13,000 141,000 1,500,000

✴メーキャップ
井上　敦久様・・・お世話になります。
奥津　紀一様・・・久しぶりにおじゃまします。

✴その他
清　康夫さん・・・
１、この15日より17日迄家内と秋田、男鹿半島廻りをして
来ました。
２、この7月9日（土）当社全体会議にて取締役会長となりま
したので少々。
本多　純二さん・・・なでしこジャパン世界一バンザイ！
菊地　義雄さん・・・社長を勇退しました。息子をよろし
く。
小嶋　章司さん・・・久保田さん、木村頼弘さんの友情に感
謝して。
小林　和彦さん・・・ママズハグの山本様、弊社の山本がい
つもお世話になっております。本日の卓話楽しみにしており
ます。
久保田　知子さん・・・なでしこジャパンアッパレ。因みに
1960年7月19日、日本初の女性大臣誕生。私も頑張らね
ば！

会員数：52名

例会報告：2011年7⽉月19⽇日（⾬雨） 　第1712回通常例会

 ロータリー情報

■■■　メーキャップ情報　■■■
- 2011年7月 -

‣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

- 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　　12:30
  　ニューウエルシティ湯河原
  足柄 おんりーゆー(クF)　12:30 
‣8日(月) 小田原 報徳会館(クF/会員増強) 12:30
‣9日(火) 箱根 富士屋H(G公式) 12:30
‣10日(水) 小田原北 (納涼例会)[M.U.無し] 
‣11日(木) 小田原中 報徳会館 12:30
‣12日(金) 湯河原 特別休会 (定款に依る)
　　　　　　 足柄 特別休会 (定款に依る)
‣15日(月) 小田原 特別休会 (定款に依る)
‣16日(火) 箱根 特別休会 (定款に依る)
‣17日(水) 小田原北 特別休会 (定款に依る)
‣18日(木) 小田原中 特別休会 (定款に依る)
‣19日(金) 湯河原　　12:30
  　ニューウエルシティ湯河原
　　　　　　 足柄 おんりーゆー(クF)　12:30

相応しい会員をご紹介ください！

R A C
会員募集中

【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　

❖慶事祝福
✴奥様誕生日
小林　洋子さん（7月2日）

❖ビジター
奥津　紀一さん（足柄RC）
井上　敦久さん（小田原RC）

【今後の例会・卓話スケジュール】

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
　「Michael Jackson comedy skit & Magic show」

8月9日　通常例会（奉仕こころ）　12:30
担当： プログラム委員会
卓話：
ＮＰＯ法人かものはしプロジェクト 
サポーター事業部マネージャー（部長）　山元圭太 様
「子どもが売られない世界をつくる
　　　～20代若者たちの挑戦～」

8月16日　休会

8月23日　通常例会（RC）12:30
担当：会員増強委員会
卓話：新会員3名
　「イニシエーションスピーチ」

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


辻村 彰秀 　幹事

7⽉月12⽇日鈴廣にて、会⻑⾧長・幹事会と
第1回IM実⾏行行委員会が開催されまし
た。その時の内容です。

【地区広報委員会から】

・昨年の事業を対象に地区広報賞と
して表彰する事となり、8⽉月末まで
募集する事となりました。

・地区のウェブサイト上のバナー広
告を募集しております。

会員増強及び拡⼤大⽉月間に向けて

会員の皆様には、日頃から会員増強活動にご理解とご協力をい
ただき、感謝いたしております。特に、７月年初より新会員が３
名も入会され、心なしか以前にも増
してクラブに活気が出てきた気
がします。やはり、新しい人
が入会しますと、周りに少
なからず良い意味での刺激
が与えられ、雰囲気も更に
明るく若々しくなっていくの
ではないでしょうか。私共、会
員増強委員会では、このように只単
に会員を増やすだけではなく、クラブが魅力
あるものになることによって、自ら入会を希望する人が増える様
な、そんなクラブ創りの手助けになるように、今後とも活動して
いきたいと思っております。また８月は会員増強月間でもあり、
会員増強フォーラムを開催いたします。地区会員増強会員維持委
員長杉岡芳樹様をお招きして、スピーチをいただく予定です。今
まで以上に努力を惜しまないつもりですが、引き続き会員の皆
様にもご協力をお願い申し上げます。

会員増強委員会

「100のことばよりhug」
Mama’s Hug代表　山本加世　様

　もともと私は子育てに自
信があったわけではなく、
不安に思う暗いニュースも
多かった最中「ベビーマッ
サージ」というものに出会
いました。「ベビーマッ
サージ」をやってみると効
果のあることに驚き、これ
は多くの人に伝えようと
「mama’s hug」の前身を起ち上げました。
　当時は「ベビーハグ」と「いい子どもたちに笑顔」をと言うのが
コンセプトでしたが、お母さんが笑うことで家庭が明るく子どにも
良い影響があることが分かり「mama’s hug」という名称に変更い
たしました。私たちは単なる子育て支援ではなく、お母さん達と一
緒に必要な技術、子育て環境、お話とかを考えながらスタッフと楽
しい事をやろうと言うのをコンセプトに活動しています。
　「100の言葉よりhug」と言うように私達が得意としているもの
は、「タッチケアー」と言って「触ること」です。実はこれはホモ
サスペンスとして生まれた中で最初に出来た約束事なのです。私達
は「お互い害なことをしないよ」という契約事が握手なので、「触
る」ということは必要不可欠な行為なのです。
　ところで私が経験したことですが、障害を持った子どもや、手術
を控えた子どもたちにとってこの「タッチケアー」というのはもの
すごく効果を発揮しております。例えば、麻酔の効きが良くなった
り、麻酔の醒めた後に痛みが軽減できるなど、また老人ホームで
も、膝の痛みがある方とか、背中に痛みがある方の痛みが軽減され
ました。
　「触る」という行為、実は皮膚も脳の次に賢い臓器と言われてお
ります。叩くと痛いですが、脳で痛みを反応すると考えられてます
が、実は皮膚それだけでちゃんと考えて、痛みや、暑さ、圧迫など
を全てセンサーのように感知して脳に送りこんでくる凄いものなの
です。「触る」と言うことが生きていく上でとても不可欠であるこ
とをご理解いただけたと思います。
　「mama’s hug」が活動する中で心がけていることは、他の家族
のことを考える前に自分の家族を大事にしようと言うことです。そ
のきっかけになった9.11の爆弾テロの後に出回ったアメリカの詩を
お聞かせします。皆さんの一番大切な人を目を瞑って思い浮かべて
ください。
《詩の朗読---------
【最後だとわかっていたなら】
あなたがねむりにつくのを見るのが／最後だとわかっていたら／私
はもっとちゃんとカバーをかけて／神様にその魂を守ってくださる
ように祈っただろう／あなたがドアを出て行くのを見るのが／最後
だとわかっていたら／わたしはあなたを抱きしめてキスをして／そ
してまたもう一度呼び寄せて抱きしめるだろう／最後だとわかって
いたら／わたしはその一部始終をビデオにとって／毎日繰り返し見
ただろう／確かにいつもはあしたやってくる／見過ごした事も取り
返せる／やり直す機会が　いつでも与えられている
「あなたを愛している」ということは／いつだってできるし／「何
か手伝おうか？」と声をかけることも／いつだって出来る／でも、
もしそれがわたしの勘違いで／今日ですべてが終わるとしたら／わ
たしは今日／どんなにあなたを愛しているか伝えたい
そして　わたし達は忘れないようにしたい

若い人にも　年老いた人にも／明日はだれにも約束されていないの
だということを／愛する人を抱きしめるのは／今日が最後になるか
もしれないことを／明日が来るのを待っているなら

❖会⻑⾧長挨拶
7月19日例会会長あいさつ

杉崎 勝成 　会⻑⾧長

 　昨⽇日、⽇日本時間の早朝に⾏行行われ
た、⼥女女⼦子ワールドカップでの⽇日
本、（なでしこジャパン）が優勝
をし、素晴らしい感動を受けまし
た。あきらめないと⾔言う事は素晴
らしい結果に結び付く事が出来る
と⾔言う事を⽇日本国⺠民に知らしめた
快挙でした。おめでとうございま
す。
先週例会の後に会⻑⾧長幹事会があ
り、⼀一部御紹介いたします。7⽉月
1⽇日にガバナー会が開催され、東
⽇日本震災復興基⾦金金⽇日本委員会につ

いて討議された。その詳細が付き次第理事会におはかりをしてご
報告いたします。及び⻘青少年交換学⽣生に付きまして、今年度は派
遣のみで受け⼊入れ中⽌止が正式決定されました。
 　地区の件です。ロータリー財団地区補助⾦金金委員会、⼩小佐野財団
委員⻑⾧長からから次のような報告がありました。今年度は9件の案件
が提出されていましたが。決定しているプロジェクトは全て御了
承をえて、今年度は、全額被害地へ特化する事とし、かながわ湘
南より出された被災地の⼦子供たちに楽器を送るプロジェクトに決
定した。との事です、総額568万円規模です。送り先は南三陸町
の志津川中学校、歌津中学校、⼤大槌中学校の3校です。楽器が全て
流されてしまい、演奏が出来ないとの事です。楽器が届いたら、
被害地の⽅方々に聞かせるそうです。被害者のみなさん⼼心待ちにし
ているとの事です。
 　本年度RIテーマ「⼼心の中を⾒見見つめよう、博愛を広げる為に」。 　
 　ロータリアン、お1⼈人お1⼈人が、今何が出来るか、⼼心の中でもう
⼀一度考え、是⾮非御協⼒力力をお願いしたいと思います。
私の好きなロータリアンに1908年にシカゴクラブに⼊入会した、
アーサー・フレデリック・シェルドンがいます。彼は、ポールハ
リスと共に1920年に改定をした、Service Above Self（超我の奉
仕）の様に私たちも⾼高い⼼心ざしで⾊色々の事に奉仕をしていきたい
と思います。

❖幹事報告

❖出席報告

出席報告 会員数 出席 M.U 出席率

7月19日 52(49) 43 1 89.80%

7月12日 52(49) 39 4 87.76%

7月5日 51(49) 45 0 91.84%

【欠 席 者】 6名
　　石橋　徹、 内山修一、石内正彦、白井　忠、木村頼弘
　　須賀俊和
【今回MU】
　　木村頼弘（7/3RAC）

例会報告：2011年7⽉月19⽇日（⾬雨） 　第1712回通常例会
会場：⼩小⽥田原卸センター内会議室
時間：12:30~13:30

❖卓話 今日でもいいはず／もし明日が来ないとしたら／あなたは今日を
後悔するだろうから／微笑みや抱擁やキスをするための／ほんの
ちょっとの時間をどうして惜しんだのかと／忙しさを理由に／そ
の人の最後の願いとなってしまったことを／どうして　して上げら
れなかったのかと

だから　今日／あなたの大切な人達をしっかりと抱きしめてあげよ
う　そして／その人を愛していること／いつでも　いつまでも大切
な存在だということを／そっと　伝えよう

「ごめんね」や「許してね」や「ありがとう」や「気にしないで」
／を伝えるときに持とう
そうすれば　もし明日が来ないとしても／あなたは今日を後悔し
ないだろうから

-------詩の朗読終わり》
　いつ何時悲惨な別れが訪れるかわかりません。私は玄関を出る
ときには、主人と娘には笑顔で必ず行ってらっしゃいと抱きしめる
事を9.11以来やっております。

　最後に、小田原市と共同事業で行っておりますウェブ版と紙面版
の「Pintacco」
という情報誌が
あります。今回
初の試みで小田
原市がそのスポ
ンサーを募集し
ておりますので
是非一緒に応援
をしていただけ
ればと思いま
す。
ありがとうございました。

※録画を観たい方はクラブ会報委員会まで

⼤大⽊木 清 　委員⻑⾧長

❖委員会報告
会員増強委員会・・・⼤大川 　久弥委員

7⽉月26⽇日（⽕火）6時より⼩小⽥田原駅近くのスパッツにて新会員3名
の歓迎会を⾏行行いますので多くの会員の出席をお願いいたしま
す。

❖会員増強委員会より

⽉月々1,000円で6~12カ⽉月の期間です。希望される⽅方は幹事までご
連絡下さい。

・当クラブのインターネット管理者として昨年に引き続き⾦金金⼭山会
員にお願いし、登録いたしました。

・地区⼤大会について・・・横須賀北クラブを中⼼心に第1グループ6
クラブにて準備中との事です。
・IMについて・・・開催は1⽉月25⽇日（⽔水）テーマは「⾒見見直そう地
域⼒力力」講師は松沢前神奈川知事に決定いたしました。

【その他事項】

・ガバナー公式訪問は9⽉月ですので、クールビズにて訪問されま
す。

・当クラブのIM実⾏行行委員会として、露⽊木清勝会員にお願いしてお
り、⼀一緒に第1回IM実⾏行行委員会に出席いたしました。本年度IM実
⾏行行委員⻑⾧長は⼩小⽥田原RCの鈴⽊木輝元さんです。

・元⽶米⼭山留学⽣生のプリヤンカさんが7⽉月1~2⽇日に⼩小⽥田原に寄られ
皆様に紅茶のお⼟土産いただきましたので配らせていただきまし
た。

・第2回理事会が8⽉月2⽇日、ヒルトンホテルにて4時30分より開催い
たします。関係者の⽅方はご出席お願いします。

新会員歓迎会
⽇日時：7⽉月26⽇日（⽕火） 　18:00~20:00
場所：ライブラウンジ 　スパッツ
 　 　 　⼩小⽥田原市栄町2-4-3 B1F
会費：6,000円（飲み放題）


