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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：通常例会（第1761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31⽇日 　12:30〜～13:30
司会：⼤大川  久弥    副幹事

❖ ニコニコ箱
剱持 　悟  委員

✴ビジター
鈴鈴⽊木 　 悌助様（第9Gガバナー補佐、⼩小⽥田原北北RC）…まだまだ新⽶米
のガバナー補佐でございます。改めまして１年年間の御指導、ご鞭撻
をお願い申しあげます。今⽇日は、秘書役の⼩小⽥田原北北ＲＣの下⽥田さん
とともども卓話に参上いたしました。ありがとうございます。
執⾏行行部⼀一同…鈴鈴⽊木ガバナー補佐、ようこそ。ご指導のほどよろしく
お願いいたします。

✴奥様誕⽣生⽇日
⼩小林林  泰⼆二さん…①家内の誕⽣生⽇日祝の花を有難う御座いました。河野
さんいつもお気遣い頂き感謝しております。②結婚50年年ということ
で家内を台湾に連れて⾏行行きました。家内は3回⽬目、私は68回⽬目で
す。

✴その他
河野  秀雄さん…鈴鈴⽊木ガバナー補佐、御⾃自愛下さいませ。
⼤大⾕谷   宏さん…皆様お暑うございます。今⽇日、⼩小学5年年の孫の光君が
遊びに来て、背がかなり伸びました。ジイさんとしてみれば嬉しい
ものです。
井上  寛さん…鈴鈴⽊木ガバナー補佐、下⽥田さん、暑い中ご苦労様です。
須賀   俊和さん…今週末よりシンガポールに出張しますので、7⽉月31
⽇日の例例会はお休みさせて頂きます。また帰国後8⽉月7⽇日よりベトナム
に向かいますので2週連続の⽋欠席申し訳ございません。
アラリヤ・プロジェクト…先週アラリヤ・プロジェクトの委員会を
開催しました。話はまとまりませんでしたが、⾊色々と意⾒見見の⾔言える
楽しいひと時でした。余った会費を少々ですが・・・。

会員数：49名

例例会報告：2012年年7⽉月24⽇日（晴）第1760回年年通常例例会

⼩小⽥田原城北北RAC 　活動報告

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 　「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
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:  加藤  憲⼀一⼩小⽥田原市⻑⾧長

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】

8月7日  納涼例例会(親睦) 

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
パフォーマンス：♪東京パイプバンド・♪Johnsons  Motorcar
♬スコットランドのバグパイプとパフォーマンスに優れた豪快
⾼高速アイリッシュバンドが楽しめます(^^♪

8月14日  例会休会

8⽉月21⽇日  通常例例会(RC) 　12:30
担当:  プログラム委員会
卓話:  会  員
「私の10代」

8⽉月28⽇日  通常例例会(RC) 　12:30
担当:  会員増強委員会
卓話:  ⼩小松雄成(タケシゲ)様
(湯河原RC/1992~∼93/2010~∼11会⻑⾧長)
地区会員増強・会員維持委員会委員
「会員増強について」

ニコニコ箱 累計 目標

7月10日分 17,000 120,500 1,300,000

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

-‐‑‒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  (Ｇ.公式訪問)  
‣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

‣13⽇日(⽉月)  ⼩小⽥田原  特別休会
‣14⽇日(⽕火)  箱根  特別休会
‣15⽇日(⽔水)  ⼩小⽥田原北北  特別休会
‣16⽇日(⽊木)  ⼩小⽥田原中  特別休会
‣17⽇日(⾦金金)  湯河原  特別休会
 　 　 　 　 　 　⾜足柄  おんりーゆー  12:30  
 　 　 　 　 　 　「Ｒ財団・⽶米⼭山奨学：地区セミナーに出席して」

‣18⽇日(⼟土)~∼19(⽇日)  ⼩小⽥田原城北北RAC  キャンプ15:00〜～翌13:00
 　 　 　 　 　 　場所：ウェルキャンプ⻄西丹丹沢
 　 　 　 　 　 　会費：⼤大⼈人7,000円 　⼦子供5,000円
 　 　 　 　 　 　※15:00御殿場線・⾕谷峨駅集合

‣20⽇日(⽉月)  ⼩小⽥田原  報徳会館  12:30
 　 　 　 　 　「クラブ･フォーラム」

‣21⽇日(⽕火)  箱根  宮ノ下富⼠士屋ホテル  12:30
 　 　 　 　 　「卓話：⼩小澤修⼆二様」

‣22⽇日(⽔水)  ⼩小⽥田原北北  報徳会館  12:30  
 　 　 　 　 　｢⽊木内病院院⻑⾧長による卓話」

‣23⽇日(⽊木)  ⼩小⽥田原中  会員家族親睦旅⾏行行  M.U.受付なし
‣24⽇日(⾦金金)  湯河原  ニューウエルシティ湯河原  12:30(会員増強)
 　 　 　 　 　  ⾜足柄  おんりーゆー  12:30  
 　 　 　 　 　「卓話／担当：三浦敏幸副会⻑⾧長」

❖ ビジター
鈴鈴⽊木 　悌介様
 　 　（国際ロータリー第2780地区  第9グループガバナー補佐）
下⽥田 　准⼀一様（⼩小⽥田原北北RC）

❖ Table  Flower

•アルストロメリア
•ルリ⽟玉アザミ
•サンデリーホワイト

「ルリ⽟玉アザミ」の花⾔言
葉葉は「鋭敏」。別名のエ
ギノプスとは属名で、
「ハリネズミのような」と⾔言う意味のギリシャ語から来たものだと
か。
確かに開花前は、とがったつぼみが⼀一⾯面に⾶飛び出た独特の形です。
これがいざ開花すると、名前の通り瑠璃⾊色の⽟玉に変⾝身します。葉葉の
緑にはとげがあり、瑠璃⽟玉アザミという名前ではありますが、実際
にはアザミの仲間ではなく、キク科に属します。

7⽉月29⽇日（⼟土曜⽇日）10:00〜～ 　APRRC報告・移動・宗沢公園清掃
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❖ 会⻑⾧長挨拶
⼩小嶋  章司  会⻑⾧長

 　新年年度度が始まり３週間２〜～３の委員会
では活動をはじめて下さってありがとう
ございます。
⽇日本のロータリーSWOT分析 　
SWOTとは
強み 　Strength  ストレングス 　
弱み 　Weakness  ウイークネス 　
機会 　Opportunity  オポチュニティ 　
脅威 　Threat  スレット 　

の頭⽂文字で⽬目標を達成するために意志決
定を必要としている組織や個⼈人のプロジェクトやベンチャービジネス
などにおける強み・弱み・機会・脅威を評価することです。
⽇日本のロータリーの
【強み】
・地域のリーダーの集まりでステータスが⾼高い
・100年年近い歴史がある
・世界理理解・親善・世界平和を⽬目指す理理念念を持っている
・⻑⾧長い⻘青少年年交換の歴史がある⽶米⼭山奨学会がある
・奉仕活動をやる経済⼒力力がある 　
・新クラブが設⽴立立されるとすぐに消滅せず10年年以上継続する
・貧困・識識字率率率の向上・⽔水と衛⽣生・ポリオ撲滅などの問題に取 　 　 　
 　り組む奉仕活動をやっている
【弱み】
・平均年年齢が⾼高く退会者が多い 　
・男性中⼼心の意識識が強く⼥女女性の⼊入会に抵抗するクラブがある
・年年会費が⾼高すぎる
・忙しい⼈人にとっては毎週のウイークデイ昼例例会の出席は困難
・何をやっている組織なのか⼀一般に知られていない 　
・クラブ中⼼心でロータリー全体を考えようとしない
・⽇日本の経済状態がよくない
・毎回トップが変わりやることが不不連続で⾮非効率率率
・若若者から認識識されていない 　
【機会】
・ロータリアンに相応しい⼥女女性は多い
・未⼊入会の過去のロータリー⽀支援者・R財団⽀支援者が⼤大勢いる
・世間でロータリーの認知度度が上がれば奉仕団体として若若者も⼊入る
・他団体とコラボしたらどうか
・年年会費を安くすれば若若者も⼊入れる
・⾷食費を別にし年年会費を安くし毎回⾷食費を取る（世界はほとんどこの
⽅方法） 　 　 　 　 　 　
・若若者を中⼼心にフェースブックなどで仲間を募る
・６０〜～６５才の⼤大企業定年年者（元役員クラス）を多数いれる
・Eクラブは若若者・元ロータリアンを引きつける
【脅威】
・⾼高齢者が多く⾃自然減となる
・新しいもの（たとえばIT）についていけない
・指導者（RI理理事・ガバナー・地区役員）が⾼高齢化している
・年年功序列列・先輩後輩・順番意識識が強い
・親睦中⼼心だと思っていて奉仕団体に変わりつつあると思っていない
・⾃自分のクラブさえ楽しく良良ければそれで良良いと思っている⼈人が多い
・競合する組織がある
・退会者が良良くない宣伝をする
まだまだたくさんあるようですが⼀一度度我がクラブもSWOT分析をてみ
ませんか?

❖ 出席報告

【⽋欠  席  者】 　7名
 　 　中村  維孝、⼀一⼨寸⽊木  信雄、⽊木村啓滋、阿部  ⼀一顯、⽯石橋 　徹
 　 　⼩小林林  和彦、⻄西 　寛
【今回MU】無し
【前回MU】  増加無し
【前々回MU】  増加1名
 　 　内⼭山  修⼀一（7/10  ⼩小⽥田原RC）

例例会報告：2012年年7⽉月24⽇日（晴）第1760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)IM実⾏行行委員に志沢さんを推薦させ
ていただきました。
2)⻘青少年年交換学⽣生の募集が来ており
ます。2013年年8⽉月から2014年年の8⽉月
までで、派遣の国はアメリカ、カナ
ダ、ブラジル、台湾、ロシア、スェ
ーデン、フランスです。15歳から18
歳未満の⾼高校⽣生が対象になっており
ます。締め切切りは2012年年10⽉月15⽇日
迄となっておりますので、どなたか

いらっしゃいましたらご連絡下さい。
3)ロータリー財団学友4⼈人によるチャリティーコンサートが開催
されます。ポスターを後ろに貼っておきますのでご覧くださ
い。

4)2012年年8⽉月のロータリーレートは1ドル80円です。
5)前期会費納⼊入が来週末までですので、まだお済でない⽅方は⼊入
⾦金金お願い致します。

「RIテーマ・地区運営・地区活動」
国際ロータリー第2780地区
第9グループガバナー補佐

鈴鈴⽊木 　悌介  様

 　ガバナー補佐として城北北クラ
ブにお邪魔させていただくのも
本⽇日で3回⽬目になりました。
 　 1番⼤大きな私にとってのイベ
ントは、9⽉月の25⽇日にガバナー
共々お邪魔をさせて頂く公式訪
問でございます。そして9⽉月18

⽇日にもう⼀一度度私単独でこちらに参りますのでよろしくお願い致し
ます。
 　本⽇日は3つのお話をさせていただければと思います。
 　まず1つは、RI会⻑⾧長、⽥田中作次さんのお⼈人なりとか、そしてそ
の思いから発した「奉仕を通じて平和を」というこの辺の話をさ
せていただければと思います。2つめに2780地区の菅原ガバナ
ーの⽅方針をお伝えしたいと思います。そして最後に第9グルー
プ、7つのクラブでどんなことが出来たら良良いなということをお
話しさせて頂きたいと思います。

  最初に本年年度度の国際
ロータリーの会⻑⾧長で
いらっしゃる⽥田中作
次さんのお話をした
いと思います。⽥田中
さんは新潟のご出⾝身
だと聞いておりま
す。新潟のとっても
貧しい農家の8⼈人兄
弟の4番⽬目としてお
⽣生まれになりまし
た。お⺟母様が⼭山菜や野菜の⾏行行商をして⽣生計を⽴立立てていました。作
次少年年も休みの⽇日にはお⺟母さんの⼿手伝いでリヤカーを引き20キ
ロほど⾛走り、⻑⾧長岡の町まで⾏行行商に⾏行行っていたそうです。1954年年
に中学を卒業され、集団就職列列⾞車車に乗り上野につき、東京都の墨
⽥田区にあるガラスの⼯工場に就職され、夜間の⾼高校に通われたそう
です。18歳の時に埼⽟玉県の⼋八潮市の⼩小さな⽂文房具屋を営む⽼老老夫
婦の所にご縁があって養⼦子に⾏行行かれたと聞いております。そして
紙の卸の商売を始められ、今では国内でも有数の紙を扱っている
⼤大きな会社の会⻑⾧長になられているということです。今年年の1⽉月20
⽇日にサンディエゴの国際⼤大会で国際ロータリーの会⻑⾧長として、全
世界のガバナーの皆さんに向かい出されたメッセージに⽥田中さん
の思いが込められていますので読んでみたいと思います。（省省略略
させていただきます）

   　続きまして、2780地区はどんなことをしようとしているのか
という話をさせて頂きたいと思います。
 　菅原ガバナーが常々申していることがございます。「とにかく
ロータリーというのはそれぞれのクラブが基本なんだ」というこ

出席報告 会員数 出席 M.U 出席率率率

7⽉月24⽇日 49(46) 40 0 85.11%

7⽉月17⽇日 49(46) 38 1 84.78%

7⽉月10⽇日 49(47) 38 2 85.11%

❖ 卓話
❖ 幹事報告

とを強調されております。もう1つ⾔言われていることは会員増
強です。クラブが良良くなること、クラブが活性化することが第
1で、クラブの増強というのはその結果だよと、常々申されて
おります。今年年は⼤大胆な⽬目標を各クラブにお願いをしておりま
して、純増5名をお願いしたいと申し上げております。そして
ガバナーは10の重点活動を掲げております。（活動計画書参
照）そんなガバナーの⽅方針を受けまして第9グループ、7クラ
ブでどんなことを重点的にやっていきたいかと申しますと、ま
ず1番は何と⾔言っても会員増強・維持という事を挙げさせて頂
きました。あくまでも結果だというように認識識してございます
が、皆様も会社の経営者でございますので、⾃自分の企業になぞ
られて頂ければ良良くわかると思いますが、組織は新陳代謝をし
ていかなければ活⼒力力が失せてしまうと思います。ぜひそういう
意識識を持って会員増強をお願いしたいと思いますし、今年年は地
区の会員増強の委員会とも連携を図りながら何回か勉強会をや
っていきたいと思っております。
 　 2番⽬目は、ロータリー財団と夢計画ですが、これが今年年度度の
⼀一つの⼤大きな課題だと認識識しております。中々まだ中⾝身が分か
らないという⽅方がいます。地区でも何回か勉強会をしておりま
すが、第9グループとしても勉強会をしていこうと思っており
ます。
 　そして３番⽬目の新世代の育成についてですが、ローターアク
ト、インターアクトをやっていないクラブは良良く知らないとい
う状況にあります。ですから、持っていないクラブに対しそれ
ぞれのアクトのイベント等に来て頂き、いろんなことを知って
頂くという所から始めていったらどうかと思っております。
 　最後に被災地の⽀支援ですが、これは現在会⻑⾧長・幹事会で何回
か議論論をさせていただいております。いづれにしても、何らか
の形で被災地の⽀支援は継続的にやっていかなければと思ってお
りますが、各クラブ単独ですと経済的な事も含め⼤大きなインパ
クトのあるものは出来ないというのが事実ですので、第9グル
ープ全体で何かプログラムを組んで出来ないかということを考
えております。被災地については⼩小⽥田原とご縁がある相⾺馬に絞
っていこうと思っております。
 　 そんなことで今年年第9グループを進めて参りたいと思いま
す。また9⽉月にお邪魔させて頂きますので、その時にはよろし
くお願い致します。

❖ 同好会報告
ゴルフ同好会・・・・杉崎 　勝成会⻑⾧長
本⽇日ゴルフ同好会の⽅方には案内を配布させていただきました
が、第1回⽬目、取りきり戦です。ぜひご参加願います。年年間のス
ケジュールの⽅方も書かせて頂きました。ほぼこの通り⾏行行くので
はないかと思います。次回より年年会費5,000円を徴収させてい
ただきますのでよろしくお願いします。


