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本⽇日の例例会：通常例例会（第1717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30⽇日 　12:30〜～13:30
司会：柳柳井  渉    副幹事

決議23－34（3）

決議23－34の第4条には、
ロータリーは単なる⼼心構えではなく、ロータリアン個⼈人もロー
タリー・クラブも、奉仕の理理論論を実践に移さなければならな
い、理理念念に基づいて実践しなければならないと規定されていま
す。
第5条には、
各ロータリー・クラブは、地域社会に適した奉仕活動を⾃自主的
に選択する絶対的な権限を持っている。しかし、ロータリーの
綱領領に反したり、クラブの存続を危うくするような活動を禁⽌止
すると記されており、クラブの⾃自治権を認め、綱領領に則って地
域に即した奉仕活動をするよう定められています。

第6条には、
社会奉仕活動の指針が記されており、
・市⺠民全体の指⽰示なくして成功しないような⼤大規模活動の制約
・すでに他団体が⾏行行っている奉仕活動との重複は避ける
・宣伝⽬目的の活動の中⽌止
・個⼈人レベルでの奉仕活動の重要性
以上が決議23－34のあらましです。セントルイス⼤大会以降降、
何度度か改正されて現在の条項となっていますが、CLPの導⼊入に
伴いロータリーが⼤大きく変わろうとしています。皆さんは、こ
の変貌をどう捉えていますか？

指導者育成委員会
（⽂文責：井上 　寛）

❖ニコニコ箱
杉本  博愛 　委員

8月2日分 累計 目標

ニコニコ箱 19,000 257,000 1,500,000

✴本⼈人誕⽣生⽇日
菊地義雄さん・・・誕⽣生⽇日のお祝いありがとうございます。68
歳です。

✴奥様・ご主⼈人様誕⽣生⽇日
須藤公司さん・・・昨⽇日の妻の誕⽣生⽇日には、お花を頂きまして
ありがとうございました。

✴結婚記念念⽇日
杉本博愛さん・・・結婚記念念⽇日を祝っていただきましてありが
とうございます。やっと新婚気分が抜けた３年年⽬目です。

✴その他
杉崎勝成さん・・・新会員の皆様、本⽇日のイニシェーションス
ピーチよろしくお願いします。
渡部重海さん・・・今⽉月は⼊入会⽉月ですので少々ですがニコニコ
へ。
清 　康夫さん・・・この16〜～18⽇日、家内と2泊3⽇日で広島駅より
レンタカーで庄原市から出雲⼤大社、⾜足⽴立立美術館、松江城等々⼭山
陰の⼭山の中を600㎞⾛走って岡⼭山より新幹線で帰って来ました。
⼤大⾕谷 　 宏さん・・・ここのところ涼しくて快適ですね。早く秋
になって欲しいと思うこのごろです。会員の皆様もお体ご⾃自愛
ください。
杉本市好さん・・・8⽉月13⽇日（⼟土）夜7時フジテレビ「潜⼊入リア
ルコープ」に息⼦子が通っている専⾨門学校が紹介され、息⼦子が出
演し会社の宣伝になりました。
露露⽊木清勝さん・・・8⽉月15⽇日早朝、宗沢公園の草むしりをする⼀一
⼈人の⻘青年年を⽬目にしました。ローターアクトOBの湯川⼤大輔君でし
た。彼の志に敬意を表して。
⼩小嶋章司さん・・・左⼿手⾸首があまりにも痛いので病院に⾏行行って
きたら、第⼀一指亜脱⾅臼だって。「なおりますか？」って聞いた
ら、少々かわいい⼥女女医さんが「年年齢的に治りません」だって。
医者を変える事にしました。
⼩小川和夫さん・・・ロシアのウルマンス港から原⼦子⼒力力砕氷船で
北北極点到達の旅をしました。北北緯90度度は海氷上のため、⼀一瞬で
したがフォアーデッキでシャンパンパーティーをしました。

会員数：52名

例例会報告：2011年年8⽉月23⽇日（曇） 　第1716回例例会

  ロータリー情報

■■■ 　メーキャップ情報 　■■■

-‐‑‒  2011年年8⽉月  -‐‑‒

‣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

‣5⽇日(⽉月)  ⼩小⽥田原  報徳会館  12:30  (クF:新世代)
‣6⽇日(⽕火)  箱根  宮ノ下富⼠士屋ホテル  12:30
‣7⽇日(⽔水)  ⼩小⽥田原北北  報徳会館  12:30
 　 　 　 　 　⼩小⽥田原城北北RAC  マロニエ  19:45  「英会話例例会」

‣8⽇日(⽊木)  ⼩小⽥田原中  報徳会館  12:30  
‣9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

‣10⽇日(⼟土)  アク(9)ト(10)の日  ⼩小⽥田原駅JR改札⼝口  12:15
 　 　 　 　 　ホスト:小田原RAC

‣12⽇日(⽉月)  ⼩小⽥田原  夜間例例会  M.U.受付無し
‣13⽇日(⽕火)  箱根  宮ノ下富⼠士屋ホテル  12:30
‣14⽇日(⽔水)  ⼩小⽥田原北北  報徳会館  12:30  (クF:⽶米⼭山奨学)
‣15⽇日(⽊木)  ⼩小⽥田原中  報徳会館  12:30  
‣16⽇日(⾦金金)  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  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】

9⽉月6⽇日  通常例例会(地域⽂文化)   　12:30
担当:  プログラム委員会  卓話:露露⽊木順⼀一  様(元開成町町⻑⾧長)  
 　「郷⼟土の偉⼈人に学ぶ  早雲と尊徳」

9⽉月13⽇日  通常例例会(RC) 　12:30
担当:  執⾏行行部
クラブ協議会:ガバナー公式訪問2週間前

9⽉月20⽇日  通常例例会(RC) 　12:30
担当:新世代奉仕委員会  
 　「新世代フォーラム」

9⽉月27⽇日  通常例例会(RC) 　12:30
担当:執⾏行行部  
ガバナー公式訪問:RI2780地区ガバナー森 　洋 　様

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（RC）】
担当:  会員増強委員会
卓話:杉岡芳樹  様(2780地区会員増強会員維持委員
⻑⾧長)  
 　「会員増強フォーラム」

13:30 閉会点鐘：杉崎  勝成  会⻑⾧長

⼩小⽥田原清掃活動開催のお知らせ

来る9⽉月10⽇日の「アクトの⽇日」におきまして、⼩小⽥田原ローターア
クトクラブをホストとして「⼩小⽥田原駅周辺の清掃」を⾏行行います。
⽇日程：2011年年9⽉月10⽇日（⼟土曜⽇日）
時間：9:15〜～ 　JR⼩小⽥田原駅 　改札⼝口集合
 　 　 　9:30〜～ 　清掃説明
 　 　 　10:00〜～ 　開会式
 　 　 　10:10〜～ 　⼩小⽥田原駅錦通り清掃、お堀端通り清掃
 　 　 　10:50〜～ 　閉会式
※⾬雨天の場合は⼩小⽥田原駅のアークロード及びバスロータリー清掃
活動を⾏行行う予定です。⼩小⾬雨決⾏行行の場合は、各⾃自で⾬雨具をご⽤用意く
ださい。
登録料料：2,000円（メーキャップ対象／ビジターは無料料）
登録締切切：2011年年9⽉月2⽇日（⾦金金曜⽇日）

❖地区ローターアクトより

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


辻村  彰秀 　幹事

✴2011年年9⽉月のロータリーレートは1ドル
78円とガバナー事務局より連絡がありま
した。
✴9⽉月6⽇日11時より談話室にて第3回理理事
会が開催されます。関係者の⽅方はご出席
願います。
✴10⽉月15・16⽇日横須賀で⾏行行われる地区⼤大
会の案内を配布いたしました。⼤大会2⽇日⽬目
の北北原さんの講演がとても⾯面⽩白いとの事
です。出⽋欠席については9⽉月にとりますの

で多くの⽅方のご出席願います。
✴ 他クラブの例例会場変更更については会報をご参照ください。

❖会⻑⾧長挨拶
杉崎  勝成 　会⻑⾧長

 　皆様今⽇日は
２週間ぶりの例例会で、久しぶりに
お会いした感じが致します。この
間旧盆⼜又は夏季休暇なので、リフ
レッシュ出来たのではないかと思
います。今⽇日は⼆二⼗十四節気により
ますと処暑にあたります。暑さが
⽌止むと意味、萩の花が咲き、朝⼣夕
は⼼心地よい涼⾵風が吹く頃、と⾔言う
意味があります。とはいえ、気温

の変化が厳しい折、お体には、⼗十分ご⾃自愛して頂きたいと思
います。
さて、本⽇日の卓話は新会員３⼈人による、イニシエーションス
ピーチです。ロータリー⽤用語ですと、ロータリーに⼊入会して
⾃自⼰己紹介をする事。⾃自分の経歴、職業、趣味、考え⽅方など他
の会員に伝え、理理解を深める事とあります。本⽇日短い時間で
はありますが、新会員の皆様⼤大いに⾃自⼰己ＰＲをお願い致しま
す。
また増強と共に会員維持を⼤大切切にしていかなければなりませ
ん。
ポールハリスは⽣生前『世の中の移り変わりとともにロータ
リーも変わらなければなりません』と⾔言っています。ロータ
リー創設以来１０６年年間で成熟し、環境に順応して、創⽴立立当
初と全く異異なる顔を持つようになってきました。ロータリー
の全盛期を迎えてしまったのか、いずれその機能を失って失
速してしまうのか、ここで考えなければならないのが会員基
盤の強化と⾔言う問題になるのです。ロータリーの友、今⽉月号
の記事に載っております、会員数の推移、ピークが１９９６
年年の約１３万⼈人から現在は約９万⼈人に減少しています。どん
な組織でも会員の減少は運営に⽀支障をきたすのは明確であり
ます。会員の皆様にお願でありますが、新会員の皆様に、ベ
テランの会員によるオリエンテーションや出来れば夜の飲み
にケーション等を計らい願、疎外感を感じさせないように、
新会員の皆様に居場所と満⾜足感を持たせて頂きたいと思いま
す。
⼜又ロータリーは世界の変化、時代と共にどのように変化して
いったか、ロータリーの歴史を知る事がロータリーを分かり
易易くする上で重要ではないでしょうか、ロータリーの歴史が
解らなければロータリーに興味が持てません。新会員の皆様
には是⾮非知って頂きたいと思います。
本⽇日は以上です。

❖幹事報告

❖出席報告

出席報告 会員数 出席 M.U 出席率

8月23日 52(49) 42 0 85.71%

8月9日 52(49) 36 5 83.67%

8月2日 52(49) 36 5 83.67%

【欠 席 者】 7名
　所　眞人、志澤昌彦、石橋　徹、三宅常公、田代博信
　白井　忠、土岐博也
【今回MU】【前回MU】【前々回MU】
　なし

例例会報告：2011年年8⽉月23⽇日（曇） 　第1716回例例会
会場：  ⼩小⽥田原卸センター内会議室
時間：12:30〜～13:30

⼤大⽊木  清 　委員⻑⾧長

❖卓話
「イニシエーションスピーチ」

阿久津 　馨会員
 　私は茨城県の古河市という所で3⽉月14⽇日
に⽣生まれました。それから埼⽟玉、東京都⾷食
⾁肉業界で修業してまいりました。縁があ
り、東京芝三⽥田の川辺畜産で勤務をしてお
りました。その時に専務より呼び出しがあ
り、⼩小⽥田原に営業所を作るので職⼈人として
来てくれと⾔言われ、私はもともと釣り好き
でしたので⼩小⽥田原と聞いて⼆二⾔言返事で参り
ました。⼩小⽥田原と申しましても、そこは酒

匂の巡礼街道沿いの鴨宮総合⾷食品卸売市場でした。当時は巡礼街
道もなく、⾬雨が降降れば⽥田んぼ、晴が続くと砂漠のような所でし
た。しかし、⾒見見る⾒見見るうちに家が建ち、⼯工場ができ、今では昔の
⾯面影は何もありません。⽇日がたつうちに、市場の⽅方もお客さんが
段々増えていき、仕事も忙しくなり⼿手が回らくなってきました。
⼀一年年ほどすると市場の社⻑⾧長さんより「独⽴立立する気はないかね」と
⾔言われました。しかし私は「気持はあるのですが先⽴立立つものがあ
りません」と答えたところ「⼼心配しなくて良良い、私の友達が久野
の⽅方に店舗をつくっているのだが⾁肉屋がいないからどうだね？」
というような⼝口⾞車車にのり独⽴立立をしました。お陰さまでとんとん拍
⼦子にお客さんも増え、6坪で始めたお店も4・5年年後には狭くて
しょうがなく、⾜足柄駅の近くに3倍位のお店を構えました。その地
域は⾮非常に地域活動が熱⼼心で、私も⼦子ども会の活動や、PTAや、
少年年野球などいろいろ地域のためにお⼿手伝いをしながら商売をし
てきました。そして私が⽩白⼭山中のＰＴＡ会⻑⾧長をやらせて頂いた時
に中学校の環境整備に取り組み校舎の内外を綺麗麗にする事が出来
ました。
 　そのような地域に密着しながらやってまいりました。そんな時
突然、⼩小⽥田原総合⾷食品卸売市場の昔いた会社から連絡があり、店
を東京に引き上げるので後をやってくれないかという事で現在鴨
宮の総合⾷食品卸売市場で⾷食⾁肉販売業をしております。そんなこと
で商売を通じながらロータリーに⼊入会させていただきました。
⼊入ったからには楽しくやりたいなと思っておりますのでよろしく
お願いいたします。

上⽥田 　博和会員
私は昭和45年年に富⽔水で⽣生まれました。富⽔水
⼩小、泉中、⼤大井⾼高校と進み⾼高校を卒業する
時に担任の先⽣生がお前にピッタリの所を紹
介するということで、⼊入ったのがビルメン
テナンスの会社でした。それから3年年間まじ
めにコツコツ働いていましたのですが、当
時の会社の社⻑⾧長が談合で逮捕されてしまう
事があり、私も辞めざる得ない状況になっ
てしまいました。私も21歳でしたので他の

所に就職しようかなと思っていたのですが、その時の上司に「こ
んな形で辞めるなんて悔しくないのか？男だったら⾒見見返してや
れ」と⾔言われ、背中を押されるような形で22歳になる頃にビルメ
ンで独⽴立立をいたしました。独⽴立立したのですが毎⽇日仕事がなく、東
京や横浜のゼネコンの建設現場の職⼈人さんの⼿手伝いの仕事をやっ
ておりました。ひとつきっかけがあり、1995年年に阪神淡路路の震災
がありました。この3・4⽇日後だったと思うのですが、私の所に今

から来られる清掃会社を探しているという電話がありました。それ
はダイエーが被災にあってしまい、⽔水浸しになっているのでそこに
来てくれないかというものでした。従業⼈人4⼈人と向こうに⼊入り約半
年年間やっておりました。貰ったお⾦金金というのは、微々たるものでし
たのですが、返って来てから東関東全部の忠実屋の掃除の仕事を頂
きました。それで私は清掃会社に代わっていくきっかけになりまし
た。被災地にいる時に多くのボランティアのＪＣメンバーと出会
い、戻ってきたらＪＣに⼊入りたいなと思っており半年年位たった時に
JCに誘われて14年年間やらせていただきました。2006年年には理理事⻑⾧長
をやらせていただき、2007・8・9・10年年と⽇日本ＪＣの役員をやら
せていただきました。ＪＣでは多くの先輩⽅方から叱っていただき、
教育をしていただき、⼀一⼈人の⼈人間として背⾻骨を作っていただいたこ
とに⼼心から感謝していると共に素晴らしい経験をしたと思っており
ます。今私は何をしているかというと、3⽉月11⽇日の震災後新潟の友
⼈人よりトラックの荷台にコンテナを積み、被災地の⽅方が多く⼊入れる
⾵風呂呂を作ったのだが向こうに⽔水がないので散⽔水⾞車車を⽤用意できないか
という連絡があり、JCのネットワークで散⽔水⾞車車を⽤用意し、⼈人⼿手も⾜足
りないという事なので2週間程して私も被災地に⼊入りました。被災
地に何週間かおり、⾃自分の時間を少しでも他⼈人のために使いたいと
いう思いになり被災地には毎週末⼊入っております。向こうで何をし
ているかというと、向こうで被災して仕事が無くなった⽅方が12万⼈人
おります。求⼈人数が5千です。この状況の中本当に仕事が無く、仙
台とか岩⼿手だとかいろんな伝を使って、仕事をいろんな企業にお願
いにいっております。そして避難所に⼊入ってマッチングするような
ボランティアを⼀一⽣生懸命やらせていただいております。このように
ロータリークラブの⽅方にご紹介を賜りました。出席だけは⼀一⽣生懸命
しよう、参加だけはするというのが私の取り柄ですので最後までし
ようと思いますので今後ともご指導の程よろしくお願いいたしま
す。

櫻井 　康⼆二会員
私は昭和45年年2⽉月19⽇日に中町で⽣生まれまし
た。⼩小学校は芦⼦子⼩小学校、中学は⽩白⼭山中、
⾼高校は今は無くなってしまったのですが湯
河原⾼高校です。卒業後仙台にあります東北北
⼯工業⼤大学・⼯工学部の建築学科に⼊入り、その
後株式会社フジタに⼊入社しました。4年年間東
京⽀支店で働いておりましたが転勤でまた仙
台⽀支店にいき、それから4年年間仙台におり計
8年年間フジタに努めさせていただきました。

株式会社フジタとは⾔言っても皆さんご存じか分からないですが
ちょっと有名になったのは、先だって中国でゼネコンのフジタの社
員が拘束され事がありました。そしてフジタに8年年間努めまして、
平成12年年に⽗父親がやっている櫻井塗装に帰って⼿手伝うようになりま
した。私には兄がいるのですが、兄は建築の設計事務所をしており
ますので私が⽗父親の仕事を⼿手伝うようになりました。平成18年年4⽉月
8⽇日、36歳の時に結婚をし、平成20年年6⽉月に代表をやらせて頂くよ
うになりました。ロータリークラブに⼊入会したきっかけと申します
と、志澤さんから奉仕団体なんだけどやってみないかとのお誘いの
⾔言葉葉をいただきました。私は⼩小学校の時にカブスカウト・中学校の
時にはボーイスカウトという奉仕団体に⼊入っておりました。そんな
⼩小さいころからの経験で奉仕活動をしてみたいなという気持ちは前
から思っておりましたので⼊入会をさせていただきました。私はまだ
41歳で、この中ではほぼ最年年少に近いと思います。諸先輩⽅方の意⾒見見
を真摯に受け⽌止めて聞きながら頑張ってまいりたいと思いますの
で、ご指導、ご鞭撻の⽅方よろしくお願い致します。

❖委員会報告
クラブ会報委員会 　 　⾦金金⼭山慶昭委員⻑⾧長
地区の⽅方で７⽉月２５⽇日セミナーがあり、⽯石崎ロータリー財団委員
⻑⾧長始め当クラブからも４名参加しました。１１⽉月８⽇日にフォーラ
ムがありますので、それまでにロータリー財団を是⾮非とも深く理理
解していただきたく、今回中の⽅方にロータリー財団の記事を載せ
させていただきましたのでよろしくお願いします。

❖同好会報告
ゴルフ同好会 　 　⽊木村頼弘幹事
8⽉月25⽇日に仙⽯石ゴルフクラブにてゴルフコンペがあります。ス
タートは10時10分ですので9時30分までに現地に集合してくださ
い。参加費は3,000円になります。

相応しい会員をご紹介ください！
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