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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1759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17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

✴本⼈人誕⽣生⽇日
⼀一⼨寸⽊木 　 信雄さん…7⽉月11⽇日で64才になります。誕⽣生⽇日のお
祝いしていただきありがとうございます。明⽇日は名古屋に出
張です。
河野 　 秀雄さん…私の誕⽣生祝いを頂きありがとうございまし
た。⼩小嶋会⻑⾧長の思い通りに⾏行行われた例例会場での年年初例例会無事
に終り、良良いスタートが切切れましたね。寛容の精神で１年年頑
張って下さいね。クラブの為に。

✴その他
⼩小林林 　 泰⼆二さん…先週年年初例例会のご挨拶を失念念してしまいま
した。今期も宜しくお願い致します。
清 　康夫さん…①会場監督、1年年間務めさせて頂きますが、皆
様の御協⼒力力宜しく。②当社（株）フジミの会⻑⾧長になって6⽉月末
にて1年年が過ぎ、前期より売上げを12%アップして安⼼心しま
した。
＊⼝口をチャックするよう努⼒力力し、ストレスも有りました。
⼤大⾕谷 　 宏さん…先週の年年初例例会は別件の⽤用により出席できず
にすみませんでした。⼩小嶋丸の順⾵風満帆の航海を祈念念いたし
ます。杉崎年年度度の執⾏行行部の皆様ご苦労様でした。

会員数：50名

例例会報告：2012年年7⽉月10⽇日（晴）第1758回年年通常例例会

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 　「⼿手に⼿手つないで」
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
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」

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

8⽉月14⽇日  例例会休会

ニコニコ箱 累計 目標

7月10日分 11,000 94,000 1,300,000

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

-‐‑‒2012年年7⽉月  -‐‑‒

‣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  夜間例例会
 　 　 　 　 　「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  マロニエ/宗沢公園  10:00~∼14:00(未)
 　 　 　 　 　「  APRRC報告・移動・宗沢公園清掃」  

‣30⽇日(⽉月)  ⼩小⽥田原  報徳会館  12:30
 　 　 　 　 　「新会員⾃自⼰己紹介」

‣31⽇日(⽕火)  箱根  特別休会
-‐‑‒2012年年8⽉月  -‐‑‒  

‣1⽇日(⽔水)  ⼩小⽥田原北北  報徳会館  12:30  
‣2⽇日(⽊木)  ⼩小⽥田原中  報徳会館  12:30
 　 　「⼩小⽥田原城の⽊木造化について・芹沢  毅様/⽂文化財建造物⽊木⼯工技能者」

‣3⽇日(⾦金金)  湯河原  ニューウエルシティ湯河原  12:30(AG訪問)
 　 　 　 　  ⾜足柄  おんりーゆー  12:30  
 　 　 　 　 　「クラブフォーラム／担当：会員増強・会員維持」

‣6⽇日(⽉月)  ⼩小⽥田原  報徳会館  12:30  
‣7⽇日(⽕火)  箱根  宮ノ下富⼠士屋ホテル  12:30
 　 　 　 　 　「卓話 　野頼 　清  様」

‣8⽇日(⽔水)  ⼩小⽥田原北北  報徳会館  夜間例例会  M.U.受付なし
 　 　 　 　 　⼩小⽥田原城北北RAC  マロニエ  204  19:30
 　 　 　 　 　「⼩小嶋会⻑⾧長卓話」  

‣9⽇日(⽊木)  ⼩小⽥田原中  報徳会館  12:30  (鈴鈴⽊木悌介AGの卓話)
‣10⽇日(⾦金金)  湯河原  ニューウエルシティ湯河原  12:30(Ｇ.公式訪問)
 　 　 　 　  ⾜足柄  定款による休会

❖ 会員誕⽣生⽇日
⼀一⼨寸⽊木 　信雄さん（7⽉月11⽇日）

❖ Table  Flower

•トルコキキョウ
•キノラパン
•スプレーカーネーション

トルコキキョウの花⾔言葉葉は「優美、希望、永遠の愛」
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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 　
朝起きて庭を⾒見見ますと⼤大邱松林林RCと協同
で植えた「⽊木槿」が可愛らしいピンクの
花を咲かせていました。すがの原公園の
「ムクゲの⾥里里」もきっとすばらしいと思
います。 　
 　さて、先週の年年初例例会は⼤大変ありがと
うございました。会員皆様の叱咤激励に

改めて責任の重さを感じた次第です。ところで先のクラブ協議会
で出席委員会からの提案ですが、今年年度度はやもうえず途中退席の
場合、今までどうり出席扱いといたします。しかし、出席委員会
が投じた⼀一⽯石は⾮非常に重いと思います。今年年⼀一年年かけて出席委員
会・会場監督・⻑⾧長期ビジョン策定委員会・理理事役員の皆様と充分
に話し合って委員⻑⾧長の思いを無駄にしないようにしたいと思いま
す。
 　今⽇日は会員証についてお話いたします。証明者はクラブの幹事
です。

地区は2780です。クラブ番号は14131です。これは、世界の

ロータリークラブの承認順位です。私の会員番号は2573249で
す。世界のロータリーアンの⼊入会順位で永久に変わりません。

 　ちなみにチャーターメンバーの⼩小林林泰⼆二さんの会員番号は
139114です。また⽇日本のRCの承認順位⼩小⽥田原城北北RCは1315番
です。さすがに⼩小⽥田原RCは144番です。世界の⼈人⼝口が70億5000
万⼈人、⽇日本の⼈人⼝口が約1億2500万⼈人。⾃自分はロータリーアンと
して何番⽬目かなど、たまに考えてみませんか? 　以上会⻑⾧長挨拶と
させていただきます。ありがとうございました。

❖ 出席報告

【⽋欠  席  者】 　9名
 　 　 　井上 　寛、太⽥田 　忠、⼩小林林  和彦、⻄西 　寛、阿部  ⼀一顯
 　 　 　⼩小楠  雅昭、内⼭山  修⼀一、中村  維孝、須賀  俊和
【今回MU】  1名】
 　 　 　井上 　寛（7/5 　地区）
【前回・前々回MU】  増加無し

例例会報告：2012年年7⽉月10⽇日（晴）第1758回年年初例例会
会場：  ⼩小⽥田原卸センター内会議室
時間：12:30〜～13:30

柳井　渉 委員

久保⽥田 　知⼦子 　幹事

1)6⽉月25⽇日に杉崎前会⻑⾧長を始め、辻村前
幹事、本⽥田会員、剱持会員に相⾺馬に
⾏行行っていただきましたが、その時のお
礼ということで相⾺馬の福祉⺠民法新聞に
掲載された記事が届きました。
2)ハイビスカスを⽇日本ボーイスカウト
様よりお礼ということで頂戴いたしま
した。
3)本⽇日皆様のボックスにいれさせてい

ただきましたが、前期会費納⼊入のお願いですが、なるべく早
めにお願い致します。

「私の10代」

齋藤 　永  会員
 　 私の10代はかなり痩せており
ました。まず⼩小学校の時代です
が、野球が流流⾏行行っている時代でし
たので野球帽をかぶっている⼦子が
多く、私もその⼀一⼈人でした。ジャ
イアンツのマークの帽⼦子がほとん

どでしたが、私は友達と⼀一緒にスポーツ店に⾏行行き投げ出しのお⾦金金
で阪神のマークに変えてもらいました。そんな中、松⽥田町の町内
ソフトボールで⻘青少年年ソフトボール⼤大会というのがあり、⾃自治会
ごとにチームをつくり参加するというのがありました。私も⼩小学
5年年の時に初めて参加し、ピッチャーをやらせてもらいました。
もう⼀一⼈人6年年⽣生のピッチャーがいたのですがその⼈人が⼤大会当⽇日に
不不調で私が先発で出ろということで投げて、その松⽥田町の⼤大会を
制し上郡の⼤大会に出ることになりました。その⼤大会でも先発ピッ
チャーを仰せつかり1回戦、2回戦と勝ち進み決勝戦まで⾏行行く事
になりました。結果は負けてしまったのですが、今でも思い出に
残る試合でした。
 　そんな中、中学校に⼊入ると誰もが野球部に⼊入るのだろうと思っ
ていたのでしょうが、裏裏に住んでいる先輩からサッカー部に来い
と⾔言われてサッカー部⼊入部しました。それが私のサッカー⼈人⽣生の
始まりでした。中学校の3年年間サッカーを続け、⼭山北北⾼高校に⼊入学
してからもサッカー部に⼊入りました。そこで1年年⽣生の時に初めて
神奈奈川県の⼤大会に出させて頂き準決勝まで進み、⼭山北北⾼高校始まっ
て以来の神奈奈川県ベスト4になりました。その時、学校の新聞部
が撮ったサッカー部の私の写真が学校新聞に載りました。それを
クラス全員に⾃自分で配ったのを覚えています。

 　その後もサッカー⼩小僧でずっと続けておりました。⾼高校卒業後
も箱根にあるクラブチームの明星クラブに所属させてもらい、⼩小
⽥田原リーグにも参加し、ずっとやり続けてきました。今でも⼦子供
たちに夢を与えたいなと思い、その当時のサッカー仲間と寄付を
頂きながら、この県⻄西地区からＪリーガーを出し、⼦子供たちの憧
れとなり、夢となるように今もサッカーに関わっております。⼦子
供の⼤大会も開催し17年年間も過ぎております。サッカーと歩んだ
10代でした。

出席報告 会員数 出席 M.U 出席率率率

7⽉月10⽇日 49(47) 38 1 82.98%

7⽉月3⽇日 49(49) 46 0 93.88%

6⽉月26⽇日 52(49) 45 1 93.88%

❖ 卓話
❖ 幹事報告

櫻井 　康⼆二会員
 　 10代ということで10歳の⼩小学
校5年年⽣生の時ですが、昭和でいう
と55年年、⻄西暦1980年年です。私は
カブスカウトというボーイスカ
ウトのカブの組織に所属してお
り、ボーイスカウトが楽しく勉
強などしないでボーイスカウト

の活動を⼀一⽣生懸命やっておりました。ちなみに1980年年にどんな
事があったのか調べてみましたら、具志堅洋⾏行行さんがジュニア
フライ級で12回連続防衛の世界新記録を樹⽴立立しました。⼤大平⾸首
相が死去されました。
 　 中学⽣生になりますと卓球部に⼊入り、卓球を始めました。なぜ
卓球部を選んだかというと、何か運動をしたいなと思ってお
り、私はそんなに⾝身⻑⾧長がある⽅方ではなかったので⾝身⻑⾧長が低くて
も有利利なスポーツはと選びました。また仲の良良い友達も⼀一緒に
やらないかと⾔言われ卓球部に⼊入りました。中学校の3年年間卓球を
したのですが、私の⾏行行っていた⽩白⼭山中学はその当時卓球部がか
なり強く部員も多くレギュラーの座はとれませんでした。しか
し3年年間⼀一⽣生懸命続けていると先⽣生の⽅方も良良く頑張っているねと
いうことで、ちょこちょこ団体戦のうちの1⼈人みたいな形で試合
に出させて頂きました。これといった成績は残せなかったので
すが、部活をまじめに3年年間やったというのは⾃自分にプラスに
なったのではないかと思います。
 　 ⾼高校に⼊入りますと卓球をやっていたということで勧誘に来て
くれたのですが、私の中に⼤大学に⾏行行って、⼤大学で建築の勉強を
したいというのが中学⽣生位の時からあったので⾃自分の夢を⽬目指
し⾼高校では運動部には⼊入らずに⼀一⽣生懸命頑張りました。
 　 頑張った結果、先⽣生にも認められ⾼高校の推薦という形で⼤大学
に合格をさせていただきました。その⼤大学というのは仙台にあ
る東北北⼯工業⼤大学です。⼤大学⽣生では何をやったかというと、せっ
かく東北北にいるのだからスキーをやろうと思い、冬になれば仲
間とスキーをし、夏になればテニスをやったり、バーベキュー
をしたり、東北北ですので芋煮をしたりし楽しんでいました。
1988年年に⼤大学⽣生になったのですが、この時には⻘青函トンネル開
通、東京ドーム完成などがありました。⼤大学⽣生時代に熱中した
ことはやはりスキーだと思います。⼀一⽣生懸命やりすぎて⼤大学4年年
の時に転んで左膝の靭帯を断絶してしまいました。その後⼿手術
をしましたので今でも私の膝の中にはチタンのボルトが1本⼊入っ
ております。
 　 ⼩小学校の卒業⽂文集に書いたと将来何になりたいかという時の
「ペンキ屋」になるという夢が実現し、20代も含め、10代は良良
い過程を過ごしてきたのではと思います。

❖ 委員会報告

親睦活動委員会・・・剱持 　悟委員
 　本⽇日ボックスに案内を⼊入れさせていただきましたが、納涼例例
会への出席のお願いです。
⽇日時は8⽉月7⽇日、17時30分より会場は報徳⼆二宮神社です。ぜひお
願いします。

会員増強委員会・・・⽯石内 　正彦委員⻑⾧長
 　今年年度度の委員会を予定しておりましたところ、菊地さんの⽅方
よりぜひ杉崎前会⻑⾧長を慰労する会をやらせていただきたいとい
うことで、ボックスにも⼊入れさせていただきましたが、「前年年
度度杉崎会⻑⾧長慰労会開催並びに会員増強強化懇談会」として開催
したいと思います。
 　皆様にアンケート等をさせていただき、30分程度度増強委員会
のお話をさせていただきその後杉崎前会⻑⾧長の慰労会を開催させ
ていただきたいと思います。⽇日時、会場は8⽉月1⽇日、午後6時よ
りだるま料料理理店にて⾏行行いたいと思います。よろしくお願いいた
します。

超我の奉仕

小田原城北　　　　　　　ロータリークラブ

会員名　小嶋　章司

証明者　　　　　　　　　　　　　有効期限

地区番号　2780　　　クラブ番号　14131

会員番号　2573249


