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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1715回）
会場：⼩小⽥田原卸センター内会議室
⽇日時：2011年年8⽉月9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 　「我らの⽣生業」
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（奉仕のこころ）】
担当:  プログラム委員会
卓話：ＰＯ法⼈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（部⻑⾧長）
⼭山元圭太  様
「⼦子どもが売られない世界をつくる」
 　 　 　〜～20代若若者たちの挑戦〜～

13:30 閉会点鐘：杉崎  勝成  会⻑⾧長

決議23-‐‑‒34（１）

 　⽇日本における会員数の減少に相変わらず⻭歯⽌止めがかからない
状況が続いています。第2780地区でも速報値で、年年度度当初で
前年年⽐比30〜～40名の減少となるようです。この要因を、景気低
迷・業績悪化だけのせいにしてよいのでしょうか？ロータリー
の本来の理理念念を理理解していればロータリーを退会することを躊
躇するのではないでしょうか？
 　そこでロータリー活動の基本を⽰示したとされる「決議
23-‐‑‒34」を紐紐解いてみましょう。「決議23-‐‑‒34」についてその
内容を知っている、或いは⽿耳にしたことのある会員はかなり少
なくなってしまったのではないでしょうか。
「社会奉仕に関する1923年年の声明」として現在も⼿手続要覧の
114〜～116  ページに掲載されています。

余談ですが、「決議23-‐‑‒34」の23とは1923年年を意味し、34は
第34号議案、⾔言い換えると、1923年年の国際⼤大会（セントルイ
ス）で34番⽬目に審議、議決されたものを意味します。ロータ
リーの設⽴立立当初は、規定の変更更は国際⼤大会で⾏行行なわれていたよ
うですが、ご案内のとおり現在では3年年に⼀一度度開催される規定
審議会がロータリーの正式な⽴立立法機関となっています。
 　この「決議23-‐‑‒34」は、ロータリーの綱領領に基づくすべての
実践活動の指針であり、職業⼈人としての奉仕、クラブとしての
奉仕を⽰示す内容が⽰示されています。また同時に、RI、クラブ、
ロータリアンの機能を明確化しています。

参考⽂文献ロータリー情報マニュアル

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

8月2日分 累計 目標

ニコニコ箱 37,000 200,000 1,500,000

✴その他
久保⽥田 　 登志男様・・・お久しぶりです。今⽇日は楽しみにし
ております。
執⾏行行部⼀一同・・・会場監督、親睦委員会の皆様ご苦労様で
す。本⽇日はよろしくお願いします。
会場監督⼀一同・・・本⽇日の納涼例例会を⼤大いに楽しんで下さ
い。
親睦委員会⼀一同・・・納涼例例会に会員ならびご家族のみなさ
ま多数参加いただきありがとうございます。お時間の許す限
りごゆっくりお楽しみ下さい。
鈴鈴⽊木 　 進さん・・・納涼例例会を設営して下さって楽しみにし
て来ました。暑かった夏が吹き⾶飛びそうです。
⼤大⽊木 　 清さん・・・納涼例例会設営ご苦労様です。たのしみに
しています。
本多 　 純⼆二さん・・・親睦委員会、会場監督の皆様今⽇日はご
苦労様です。納涼例例会を家内とともに楽しませて頂きます。
渡部 　重海さん・・・納涼例例会を楽しみにしております。
守屋 　善男さん・中野 　明さん・・・今⽇日は楽しませていた
だきます。担当委員会の皆様ありがとうございます。
中村 　 維孝さん・・・親睦委員会、会場監督の皆様、本⽇日の
納涼例例会楽しみにしています。準備ご苦労様です。
⽯石崎 　 孝さん・・・担当委員会の皆様ご苦労さまです。本⽇日
楽しみにしております。
⽥田代 　博信さん・太⽥田 　忠さん・杉本 　博愛さん・・・親睦
委員会、会場監督の皆様、準備御苦労様です。本⽇日は楽しみ
にしております。
⼤大⾕谷 　 宏さん・・・本⽇日の納涼例例会楽しみにしています。関
係委員会の皆様⼤大変ご苦労様です。よろしくお願いいたしま
す。
⼩小嶋 　 章司さん・・・納涼例例会楽しみです。親睦委員、会場
監督ご苦労様です。追伸 　 夏のきものはいいものですね廻り
が涼しくなります。

会員数：52名

例例会報告：2011年年8⽉月2⽇日（晴） 　第1714回移動例例会

  ロータリー情報

■■■　メーキャップ情報　■■■
-‐‑‒  2011年年8⽉月  -‐‑‒

‣10⽇日(⽔水) ⼩小⽥田原北北  (納涼例例会    M.U.受付無し
‣11⽇日(⽊木) ⼩小⽥田原中  報徳会館  12:30

‣12⽇日(⾦金金)〜～18⽇日(⽊木) 　湯河原、  ⾜足柄  、⼩小⽥田原  、箱根、

 　 　 　  ⼩小⽥田原北北、⼩小⽥田原中 　特別休会  (定款に依る)

‣19⽇日(⾦金金) 湯河原 　 　12:30
 　ニューウエルシティ湯河原

 　 　 　 　 　 　    ⾜足柄  おんりーゆー(クF) 　12:30

‣22⽇日(⽉月) ⼩小⽥田原  報徳会館   　12:30

‣23⽇日(⽕火) 箱根  富⼠士屋H 　12:30

‣24⽇日(⽔水) ⼩小⽥田原北北  報徳会館 　12:30

‣25⽇日(⽊木) ⼩小⽥田原中  (移動例例会) 　M.U.受付無し
‣26⽇日(⾦金金) 湯河原 　 　12:30

 　ニューウエルシティ湯河原

‣27⽇日(⼟土) ⾜足柄  (家族親睦納涼例例会) 　M.U.受付無し

‣28⽇日(⽇日) ⼩小⽥田原城北北RAC  宗沢公園 　10:00
 　 　 　 　 　 　 　「宗沢公園花壇清掃」
‣29⽇日(⽉月) ⼩小⽥田原  報徳会館   　12:30

‣30⽇日(⽕火) 箱根  移動例例会  M.U.受付無し

‣31⽇日(⽔水) ⼩小⽥田原北北  報徳会館 　12:30

-‐‑‒  2011年年9⽉月  -‐‑‒
‣1⽇日(⽊木) ⼩小⽥田原中  報徳会館 　12:30
‣2⽇日(⾦金金) 湯河原 　 　12:30

 　ニューウエルシティ湯河原

⾜足柄  おんりーゆー 　12:30  

【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　

【今後の例例会・卓話スケジュール】

8⽉月16⽇日 　休会

8⽉月23⽇日 　通常例例会（RC）12:30
担当：プログラム委員会
卓話：新会員3名
 　「イニシエーションスピーチ」

8⽉月30⽇日 　通常例例会（RC）
担当： 会員増強委員会
卓話： 杉岡芳樹 様（第2780地区会員増強会員維持委員長）
　「会員増強フォーラム」

9月6日　通常例会（地域文化）
担当：プログラム委員会
卓話：露木順一 様（元開成町町長）
　「郷土の偉人に学ぶ　早雲と尊徳」

❖ゲスト
程 　彩霞さん（⽶米⼭山奨学⽣生）
井上 　丈⼆二君、⽊木村 　なおみさん（ＲＡＣ）

⾦金金⼭山 　慶昭さん・・・会報委員会がカメラを向けたら⼀一番い
い笑顔をお願いします。
阿部 　⼀一顕さん・・・親睦委員会、会場活動の皆様ありがと
うございます。皆様のお陰で無事今⽇日を迎えられました。感
謝、感謝。
志澤 　昌彦さん・・・昨晩の地震で寝不不⾜足ですが本⽇日は楽し
みにしております。ありがとうございます。
須藤 　公司さん・・・本⽇日は妻と⼦子供も参加しております。
よろしくお願い致します。
久保⽥田 　知⼦子さん・・・担当委員会の皆様納涼例例会準備ご苦
労様です。

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


辻村  彰秀 　幹事

✴ 8⽉月30⽇日の例例会は会員増強フォーラムです。 　 地区
の会員増強会員維持委員会委員⻑⾧長の杉岡芳樹さんの
卓話となります。

✴7⽉月26⽇日18時より”ス
パッツにて新会員歓迎会
が盛⼤大に⾏行行われました。
（上⽥田新会員は所⽤用によ
り⽋欠席でした）
✴本⽇日、理理事会にて、年年
初例例会の決算が承認され
ました。
✴理理事会にて、例例年年とお
り看板賠償責任保険の
件、承認されました。
（所在地：⼩小⽥田原市飯泉
９６３）
✴8⽉月12⽇日から18⽇日まで

各クラブ休会となります、ご注意ください。
✴ 8⽉月10⽇日の⼩小⽥田原北北クラブは納涼夜間例例会となりＭ.
Ｕ.できません

✴ 次回例例会は8⽉月9⽇日例例会場（卸売団地）にて通常例例会
がありますので、お間違いないようお願いいたしま
す。

❖会⻑⾧長挨拶

8月2日例会会長あいさつ

杉崎  勝成 　会⻑⾧長

皆様今⽇日は。
皆様⽅方の御協⼒力力で、何
とか１カ⽉月が過ぎる事
が出来ました。１２分
の１、気持ちが落落ち着
いたような気が致しま
す。さて本⽇日は納涼家
族例例会で有ります。準
備をして頂いた、親睦
活動委員会及び会場監
督の皆様⽅方には⼤大変感
謝申し上げます。本
⽇日、家族の皆様⽅方⼤大変
多くご参加頂をして頂

いており本当に有り難うございます。
ロータリーの活動は会員のみが参加するのではなく、
時には、ロータリー家族、要するに、ロータリーアン
の配偶者、元会員、ローターアクター、⻘青少年年交換学
⽣生、ＲＯＴＥＸ、国際親善奨学⽣生、財団学友、⽶米⼭山奨
学⽣生など広い意味でのロータリ－家族の参加が必要で
す。本⽇日は、会員の皆様とロータリー家族の皆様との
触れ合いの場でも有ります。是⾮非お話をして頂き友情
の輪輪を広げて頂きたいと思います。出し物は、マイケ
ル・ジャクソン＆マジックショーです、是⾮非お楽しみ
をして頂きたいと思います。
さてここで、ロータリーの家族会の意味づけを致しま
すと。ロータリーは１９０５年年シカゴに置いて、無秩
序で過酷な⾃自由競争の中で胸襟を開いて何でも語り合
える友情を得ることから出発しました。当初の会員同
志の物質的相互援助は精神的な相互援助に型を替え、
時を経て、その後四⼤大奉仕しそして、今期からの五⼤大
奉仕に基づいた奉仕理理念念を完成しました。原点に⽴立立ち
戻り、会員相互の友情を推進し、ロータリー家族に対
する思いやりの⼼心を深めなければなりません。会員や
家族に対する思いやりの⼼心を深める事は、クラブライ
フに⼤大きな魅⼒力力を与え、会員増強や退会防⽌止に⼤大きく
寄与するはずです。
親睦と奉仕はロータリーにおける必要かつ不不可⽋欠な両
輪輪です。本⽇日は⼤大いに楽しみたいです。

❖幹事報告

❖出席報告

出席報告 会員数 出席 M.U 出席率

8月2日 52(49) 36 3 79.59%

7月26日 52(49) 39 3 85.71%

7月19日 52(49) 43 1 89.80%

【欠 席 者】 13名
　土岐博也、河野秀雄、内山修一、井上　寛、杉本博愛
　露木清勝、大川　誠、木村啓慈、石橋　徹、小林和彦
　石内正彦、白井　忠、清　康夫
【今回MU】
　井上　寛（7/22地区）、露木清勝（7/27RAC）
　小林和彦（7/27RAC）

例例会報告：2011年年8⽉月2⽇日（晴） 　第1714回移動例例会
会場：  ヒルトン⼩小⽥田原
時間：17:30〜～17:50

⼤大⽊木  清 　委員⻑⾧長

相応しい会員をご紹介ください！

R A C
会員募集中

❖納涼例例会


