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【  R.  I.  会⻑⾧長】
 　 　⽥田中  作次
【R.I.  2780地区ガバナー】
 　 　菅原  光志
【第9グループガバナー補佐】
 　 　鈴鈴⽊木  悌介

【会 　⻑⾧長】⼩小嶋 　章司
【副会⻑⾧長】中野 　明
【幹 　事】久保⽥田 　知⼦子
【副幹事】⼤大川 　久弥
【会場監督】清 　康夫

本日の例会：年初例会（第1758回）
会場：⼩小⽥田原卸センター内会議室
⽇日時：2012年年7⽉月10⽇日 　12:30〜～13:30
司会：⼤大川  久弥    副幹事

❖ ニコニコ箱

⽯石橋 　徹  委員⻑⾧長

⼩小⽥田原北北ＲＣ（⻄西⼭山 　量量雄会⻑⾧長・⼩小室 　全由幹事）…⾜足柄RC（加藤 　
誠⼀一会⻑⾧長・松⽥田 　 哲雄幹事）本⽇日はお招きいただき誠にありがとう
ございます。そして本⽇日の年年初例例会誠におめでとうございます。北北
クラブ⼀一同、⾜足柄クラブ⼀一同、⼼心よりお祝い申し上げると共に、⼩小
嶋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致しま
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。
⼩小⽥田原卸売商業団地協同組合（清 　 康夫理理事⻑⾧長）…⼩小嶋丸の船出を
お祝いいたします。
執⾏行行部⼀一同…いよいよ⼩小嶋年年度度が始まります。1年年間よろしくお願い
いたします。
会場監督…新年年度度おめでとうございます。1年年間ご協⼒力力の程よろしく
お願い致します。
親睦⼀一同…2012年年度度年年初例例会、⼩小嶋会⻑⾧長の出発、航海の安全を祈願
します。
プログラム委員会⼀一同…祝！⼩小嶋丸出航！
会報委員会⼀一同…新年年度度おめでとうございます。委員会メンバー全
員でがんばっていきます。1年年間よろしくお願い致します。
鈴鈴⽊木 　友徳さん…年年初例例会ですね。⼩小嶋丸の船出をお祝いします。
⼟土岐 　博也さん…①⼩小嶋会⻑⾧長と新役員のみなさん1年年間うまくやって
下さい。②妻の誕⽣生祝いをありがとう。
河野 　 秀雄さん…①いよいよ始まりましたね。⼩小嶋会⻑⾧長、とりかぶ
との効果が出ないお⺟母様もエールを送っていますよ。無理理をするな
よ。②鈴鈴⽊木悌介ガバナー補佐様、１年年間御指導下さいませ。  ③2780
地区⼭山地ガバナー年年度度、第9グループガバナー補佐 　⼩小⼭山勉様が⾷食道
がんの為2⽇日ご逝去されました。御冥福をお祈りいたします。
河野 　美栄⼦子さん…不不⾔言実⾏行行で1年年間頑張って下さいね。
本多 　 純⼆二さん…杉崎年年度度、⼤大変ご苦労様でした。⼩小嶋年年度度、素晴
らしい年年度度になりますようがんばりましょう。
渡部 　 重海さん…⼩小嶋丸の出航おめでとうございます。健康に留留意
して1年年間頑張って下さい。
守屋 　善男さん…⼩小嶋丸の出航おめでとうございます。1年年間の航海
の安全を祈念念申し上げます。執⾏行行部の皆様がんばって下さい。
中村 　 維孝さん…杉崎執⾏行行部の皆様ご苦労様でした。⼩小嶋執⾏行行部の
皆様、1年年間のご活躍をお祈りします。1年年間よろしくお願いしま
す。
三宅宅 　 常公・⽯石崎 　 孝さん…いよいよ⼩小嶋年年度度が始まりました。１
年年間健康に留留意してがんばって下さい。
井上 　 寛さん…①「奉仕を通じて平和を」のテーマのもと今年年度度も
クラブ⼀一丸となって頑張りましょう。 　②鈴鈴⽊木ガバナー補佐、1年年間
健康に留留意されご活躍下さい。
阿部 　⼀一顕・⽥田代 　博信・太⽥田 　忠さん…⼩小嶋年年度度の⼒力力強い出発を
祝して⾦金金⼀一封。
杉崎 　勝成・辻村 　彰秀さん…⼩小嶋丸1年年間の⻑⾧長い航海に向けて出港
おめでとうございます。無事に帰港出来るようにご祈念念申し上げま
す。
露露⽊木 　 清勝さん…杉崎前年年度度会⻑⾧長お疲れ様でした。⼩小嶋会⻑⾧長年年度度が

会員数：50名

例例会報告：2012年年7⽉月3⽇日（曇）第1757回年年初例例会

Memo

12:30 開会点鐘：⼩小嶋  章司  会⻑⾧長
ローターソング⻫斉唱 　「我等の⽣生業」
スピーカーおよびビジターの紹介
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 担当：プログラム委員会
「私の10代」

13:30 閉会点鐘：⼩小嶋  章司  会⻑⾧長

【今後の例例会・卓話スケジュール】

7⽉月17⽇日  通常例例会(地域) 　12:30
担当:  プログラム委員会
卓話:  佐藤  伸也様 　
〈湘南ベルマーレ  フットサルクラブ  
スーパーバイザー〉
「地域のスポーツ」

7⽉月24⽇日  通常例例会(RC) 　12:30
担当:  執⾏行行部
卓話:  鈴鈴⽊木  悌介  2012~∼2013年年度度ガバナー補
佐
「Riテーマ・地区運営・地区活動」

7⽉月31⽇日  通常例例会(地域) 　12:30
担当:  プログラム委員会
卓話:  加藤  憲⼀一⼩小⽥田原市⻑⾧長
「未定」

8⽉月7⽇日  納涼例例会（親睦） 　17:30
担当:    親睦委員会
会場：報徳会館
受付：17:00〜～
例例会：17:30〜～17:50
親睦会：18:00〜～20:30

ニコニコ箱 累計 目標

7月3日分 83,000 83,000 1,300,000

■ ■ ■  　 今 後 の メ ー キ ャ ッ プ 情 報  　 ■ ■ ■  

-‐‑‒2012年年7⽉月  -‐‑‒

‣11⽇日(⽔水)  ⼩小⽥田原北北  報徳会館  12:30  (会員の卓話）
 　 　 　 　 　⼩小⽥田原城北北RAC  マロニエ  201  19:30
 　 　 　 　 　「RA会⻑⾧長所信表明」  

‣12⽇日(⽊木)  ⼩小⽥田原中  報徳会館  12:30
「⼈人の⼼心を惹きつける話し⽅方」前⽥田亜弥⼦子様(フリーアナウンサー)

‣13⽇日(⾦金金)  湯河原  ニューウエルシティ湯河原  12:30
 　 　 　 　  ⾜足柄  おんりーゆー  12:30  (国際奉仕委員会担当)

‣16⽇日(⽉月)  ⼩小⽥田原  休⽇日休会

‣17⽇日(⽕火)  箱根  宮ノ下富⼠士屋ホテル  12:30
 　 　 　 　 　「クラブ協議会・勝俣  伸副会⻑⾧長」

‣18⽇日(⽔水)  ⼩小⽥田原北北  報徳会館  12:30  (鈴鈴⽊木悌介AGの卓話)
‣19⽇日(⽊木)  ⼩小⽥田原中  報徳会館  12:30
 　 　 　 　「⼦子育ての⾷食育」利利根川  浩様(ポルトイル  キャンティ店⻑⾧長)

‣20⽇日(⾦金金)  湯河原  ニューウエルシティ湯河原  12:30
 　 　 　 　  ⾜足柄  おんりーゆー  12:30  (鈴鈴⽊木悌介AGの卓話)

‣23⽇日(⽉月)  ⼩小⽥田原  報徳会館  12:30
 　 　 　 　 　「クラブフォーラム・奉仕プロジェクト常任委員会担当」

‣24⽇日(⽕火)  箱根  宮ノ下富⼠士屋ホテル  12:30
‣25⽇日(⽔水)  ⼩小⽥田原北北  報徳会館  12:30

‣26⽇日(⽊木)  ⼩小⽥田原中  報徳会館  17:30
 　 　 　 　 　「クラブフォーラム・財団セミナー報告」

‣27⽇日(⾦金金)  湯河原  ニューウエルシティ湯河原  12:30
‣28⽇日(⼟土)  ⾜足柄  納涼例例会 　⽇日程変更更 　M.U.受付なし
‣29⽇日(⽇日)  ⼩小⽥田原城北北RAC  宗沢公園/マロニエ    10:00~∼14:00
 　 　 　 　 　「宗沢公園清掃・APRRC報告」  

❖ 会員誕⽣生⽇日
河野 　秀雄さん（７⽉月５⽇日）

んばっていきましょう。
柳柳井 　 渉さん…⼩小嶋丸の出港おめでとうございます。無事に航海を
願っています。
⽊木村 　 啓滋さん…本年年度度もよろしくお願いいたします。出席率率率を落落
とさないように頑張ります。
ニコニコ箱委員会⼀一同…⼩小嶋新年年度度です。1年年間よろしくお願いしま
す。
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❖ 会⻑⾧長挨拶
⼩小嶋  章司  会⻑⾧長

 　皆様こんにちは・まず本⽇日年年初例例会を
例例会場で開催させて頂いたことに感謝い
たします。これは、私の希望でございま
して理理事会また会員の皆様にご協⼒力力頂き
かさねて御礼申し上げます。
私は当⼩小⽥田原城北北ロータリークラブの創
⽴立立30周年年の記念念誌にチャーターメンバー
の⼩小林林泰⼆二さんが書かれた⽂文章の中に創

⽴立立例例会での点鐘の時に初代会⻑⾧長の堀内晴章さんが「この点鐘に
よつて⼩小⽥田原城北北ロータリークラブがこれから10年年・50年年・
100年年と続くかと思うと⾝身の引き締まる思いです。」と⾔言った
この⾔言葉葉が今でも印象的に残っていると書かれていました。私
はこれを読んだ時に万が⼀一に会⻑⾧長を拝命されたら年年初例例会は、
ここの例例会場でやりたいと思った次第です。また、公私混同と
思われるかもしれませんが、当クラブには村瀬さん・⼀一⼨寸⽊木さ
ん・辻村さんと親⼦子で⼩小⽥田原城北北ロータリークラブの会員がい
ます。私もその⼀一⼈人です。たいした親孝⾏行行が出来ないうちに平
成2年年に⽗父親は亡くなりました。その⽗父親が30数年年前にこの会
場にいたと思うと感無量量です。このような機会を与えて下さっ
た皆様に⼼心から感謝と御礼を申し上げます。この皆様の気持ち
に報いる為にも⼀一⽣生懸命⼀一年年間勤めさせて頂きます。
 　本⽇日はこの後クラブ協議会・懇親会と⻑⾧長時間になりますが最
後までよろしくご協⼒力力の程お願い申し上げます。以上会⻑⾧長挨拶
とさせて頂きます。ありがとうございました

❖ 出席報告

【⽋欠  席  者】 　3名
 　 　 　⼩小楠 　雅昭、⼤大⾕谷 　宏、上⽥田  博和
【今回MU】  
 　 　 　無し
【前回・前々回MU】  増加無し

例例会報告：2012年年7⽉月3⽇日（曇）第1757回年年初例例会
会場：  ⼩小⽥田原卸センター内2F会議室
時間：15:00〜～16:00

阿部 一顕委員長

久保⽥田 　知⼦子 　幹事

1)⼩小⽥田原卸売商業団地協同組合の理理事⻑⾧長
の清様からお祝いを頂きましたので、皆
さんに偽披露露させていただきます。
2)⼩小⽥田原北北RCに7⽉月4⽇日、⾜足柄RC7⽉月6
⽇日、年年初例例会のお祝いに⼩小嶋会⻑⾧長と出席
いたします。
3)8⽉月7⽇日の納涼例例会の案内が来週配布さ
れますので、ご家族、お友達にお声かけ

頂き⼤大勢の⽅方々のご参加よろしくお願いします。
4)慶事お祝いの品が承認されました。楽しみにしていてくださ
い。

5)本⽇日の理理事会において、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。

6)残念念なお知らせですが、所会員の退会が6⽉月28⽇日付で承認さ
れました。

7)例例会終了了後、15時50分より前年年度度会計報告、会計監査報告、
16時よりクラブ協議会、18時10分より懇親会を予定してお
ります。⻑⾧長時間になりますがよろしくお願い致します。

「クラブ協議会」

⼩小嶋  章司  会⻑⾧長
 　 会⻑⾧長を拝命された時私は⼆二つの事を思
い出しました。ひとつは、⽇日本国有鉄道
の５代総裁⽯石⽥田礼介⽒氏のことです。彼は
国会での挨拶で「私は粗であって野であ
ります。しかし卑ではありません。とい
⾔言ったそうです。粗と野つまり粗野とは
⾏行行いがあらあらしく洗練されていなく、

教養もない」⽯石⽥田総裁は⾃自分のことをかなり謙遜して喋ったと
思います。しかし、卑つまりいやしい⼈人間ではない・正々堂々
として、熾烈烈で卑怯な振る舞いはしない。軍隊で古参兵が新兵
をいじめたり、会社社⻑⾧長が新⼈人社員をいじめるようなことは絶
対にしてはいけない。後に城⼭山三郎郎さんが本に書いてありま
す。私はロータリーに⼊入れてもらった時にポールハリスが「⼈人
を泣かせてその上に⼰己の幸せを築くな」というロータリーの根
本原理理が⽯石⽥田礼介⽒氏の⾔言葉葉となにか通じるものを感じた次第で
す。⽯石⽥田礼介⽒氏がロータリアンだったかわかりませんが私はこ
の話しを聞いてから本⽇日までずっと尊敬しています。また、余
談ですが⽯石⽥田総裁は、国府津から3等⾞車車で東京まで通っていたそ
うです。 　
 　 ⼆二つ⽬目は、俳聖松尾芭蕉が伝えたとされてます「不不易易なるも
のと流流⾏行行」です。いつまでも変化しない本質的なものを忘れな
い中にも新しく変化を重ねていくものを取り⼊入れていく・この
「不不易易なるものと流流⾏行行」を私は⼩小⽥田原城北北ロータリークラブの
本年年度度のテーマとさせて頂きました。私はロータリーこそ不不易易
なるものの最たるものと思っていました。1923年年のロータリー
最⼤大の危機を決議23-‐‑‒34で乗り切切ってからおそらく変わること

出席報告 会員数 出席 M.U 出席率率率

7⽉月3⽇日 49(49) 46 0 93.88%

6⽉月26⽇日 52(49) 45 1 93.88%

6⽉月19⽇日 52(50) 39 1 80.00%

❖ クラブ協議会

❖ 幹事報告

❖ 会計報告および監査報告
 　第37期（2011〜～2012年年度度）の決算報告が、第37期の会計  
⽯石崎 　孝会員より報告が⾏行行われ、引き続き同年年度度会計監査内⼭山
修⼀一会員、⽊木村  啓滋会員の２名より、監査結果の報告書に間違
いないとの報告がありました。

はないと思っていましたが、100年年過ぎた今⼀一業種⼀一⼈人（クラブ
の会員数によって何⼈人でもかまわない）・メークアップ（前後7
⽇日が14⽇日）・単年年度度制（⻑⾧長期計画）また最近⽇日本でもインター
ネット例例会「Eクラブ」が誕⽣生しております。不不易易そのものと思
われたロータリーにも流流⾏行行があります。36⼈人の会⻑⾧長さんが築き
上げた⼩小⽥田原城北北RCの精神は不不易易です。この不不易易を守りながら
仕事を離離れても⽼老老け込まないためにも「不不易易と流流⾏行行」を意識識し
て新しいことに挑戦していこうと思っています。⼩小⽥田原城北北
ロータリークラブの創⽴立立が1976年年4⽉月2⽇日と聞いております。来
年年の4⽉月2⽇日が⽕火曜⽇日です。この⽇日に創⽴立立例例会をやりたいと思い
ます。
 　 会員の皆出席に記念念品を出すのは本末転倒といわれましたが
本年年度度は実施いたしたく出席委員⻑⾧長にお願いいたしました。
 　 ニコニコ予算について・私が知っているのは私の年年度度に使え
る⾦金金額は前々年年度度のお⾦金金と聞いております。次時年年度度創⽴立立40年年
を迎えます。その年年度度使える⾦金金額は今年年度度のニコニコですので
頑張ってほしいとニコニコの委員⻑⾧長にお願いしました。

1.今年年度度重点⽬目標は「⻑⾧長期計画の推進」杉崎年年度度・⼩小嶋・露露⽊木
年年度度へと連続性を持って効率率率よくクラブを運営する。
2.年年間出席率率率90％以上
3.べネファクター１⼈人以上 　
4.研修リーダー制度度の研究に取り組む 　 　 　
5.以上会⻑⾧長⽅方針とさせて頂きます。

❖ 懇親会

❖ 鈴鈴⽊木悌介ガバナー補佐 　挨拶
第2780地区  第9グループ 　ガ
バナー補佐 　鈴鈴⽊木悌介様より新
年年度度スタートへのお祝い⾔言葉葉を
頂きました。


