
【⼩小⽥田原城北北ロータリー・クラブ】
事務局：〒250-‐‑‒0211 　⼩小⽥田原市⻤⿁鬼柳柳172-‐‑‒9
電 　話：0465-‐‑‒37-‐‑‒1222 　 　FAX：0465-‐‑‒37-‐‑‒7377
URL：http://www.odawarajhrc.jp 　
Mail：info@odawarajhrc.jp
例例会場：⼩小⽥田原卸センター内会議室
創 　⽴立立：1976年年4⽉月2⽇日 　承認：  1976年年5⽉月8⽇日
例例 　会：毎週⽕火曜⽇日 　12:30〜～13:30
クラブ会報委員会
監 　修：久保⽥田  知⼦子
編集⻑⾧長：須賀  俊和
コピーライター：⼤大川 　誠 　
デザイン：⼩小林林  和彦
フィールド：須藤  公司・⼩小楠  雅昭  

第1564号
国際ロータリー第2780地区

⼩小⽥田原城北北ロータリー・クラブ
R.I. DISTRICT No.2780
ODAWARA JOHOKU R.C. 
2012-2013
WEEKLY BULLENTIN

【  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1763回）
会場：⼩小⽥田原卸センター内会議室
⽇日時：2012年年8⽉月21⽇日 　12:30〜～13:30
司会：⼤大川  久弥    副幹事

会員数：48名

例例会報告：2012年年8⽉月7⽇日（晴）第1762回年年納涼例例会

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
卓話:  会  員
「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】

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」

9⽉月4⽇日  通常例例会(RC) 　12:30~∼13:45(15分延⻑⾧長)
担当:  プログラム委員会
卓話:  ⽮矢⼝口  鑑様  第⼀一⾼高射特科⼤大隊⻑⾧長⼆二等陸陸佐

「⾃自衛隊の災害派遣と⽇日本の防衛について」

9⽉月11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」

9⽉月18⽇日  クラブ協議会 　12:30  
担当:  執⾏行行部
卓話:  鈴鈴⽊木  悌介ガバナー補佐
「RIテーマ・地区運営委・地区活動」

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

-‐‑‒2012年年8⽉月  -‐‑‒  

‣22⽇日(⽔水)  ⼩小⽥田原北北  報徳会館  12:30  
｢⽊木内病院医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」

‣27⽇日(⽉月)  ⼩小⽥田原  報徳会館  12:30
「⽶米⼭山奨学⽣生・関東学院⼤大学留留学⽣生・張  楠様」

‣28⽇日(⽕火)  箱根  菊華荘  18:00  夜間例例会
   ｢卓話：  鈴鈴⽊木悌介AG｣

‣29⽇日(⽔水)  ⼩小⽥田原北北  報徳会館  12:30  
   　 　｢卓話:  加藤正⼈人様/地区会員増強・会員維持委員会委員  (⼆二宮RC)」

‣30⽇日(⽊木)  ⼩小⽥田原中  17:30  夜間例例会
   ｢クラブ・フォーラム/クラブ研修について」

‣31⽇日(⾦金金)  湯河原  休会
 　 　 　 　  ⾜足柄  おんりーゆー  12:30  

「卓話／担当：会計監査」

-‐‑‒2012年年9⽉月-‐‑‒

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

‣4⽇日(⽕火)  箱根  宮ノ下富⼠士屋ホテル  12:30
「卓話：渡辺  浩司会員」

‣5⽇日(⽔水)  ⼩小⽥田原北北  報徳会館  12:30  
     ｢卓話：⽴立立花学園理理事⻑⾧長・校⻑⾧長  込⼭山英弥様｣

‣6⽇日(⽊木)  ⼩小⽥田原中  報徳会館  12:30（会員⾃自⼰己紹介）
「卓話：⼩小笠笠原  延郞会員・吉澤  芳之会員」

‣7⽇日(⾦金金)  湯河原  ニューウエルシティ湯河原  12:30
     ｢卓話:⽯石川  雅雄会員｣

⾜足柄  移動例例会  M.U.受付なし

‣10⽇日(⽉月)  ⼩小⽥田原  報徳会館  18:00  M.U.受付なし
「お⽉月⾒見見例例会」

‣11⽇日(⽕火)  箱根  宮ノ下富⼠士屋ホテル  12:30
「卓話：ガバナー公式訪問」

‣12⽇日(⽔水)  ⼩小⽥田原北北  報徳会館  12:30  
   ｢卓話:鈴鈴⽊木悌介AG｣

⼩小⽥田原城北北RAC  マロニエ204  19:30

‣13⽇日(⽊木)  ⼩小⽥田原中  報徳会館  12:30
「卓話：⾕谷⼝口  弘美様(健康管理理⼠士⼀一般指導員)」

     [⾻骨盤の歪みと慢性痛の関連について]

‣14⽇日(⾦金金)  湯河原  (下草刈り)  M.U.受付なし
 　 　 　 　  ⾜足柄  おんりーゆー  12:30  

「クラブ･フォーラム」

❖ 納涼例例会の模様
納涼例例会での挨拶

⼩小嶋  章司  会⻑⾧長

 　本⽇日は納涼例例会にようこそおいで
下さいました。また、⽇日頃奥様がご
主⼈人のロータリー活動にご理理解・ご
協⼒力力頂き感謝しております。
 　さて、オリンピックの真っ最中で
⽇日本の選⼿手の活躍に喜んでいる毎⽇日
ですが今の選⼿手のインタビューの答
えが実に堂々としていますね。
 　特に驚いたのは⽔水泳背泳ぎの⼊入江
陵陵助選⼿手の⾔言葉葉です。100メートルで

銅、200メートルで銀メダルを取った後、「27⼈人のリレーで
す。」「27⼈人の家族です。」と⾔言ったんですね。22才の⻘青年年に
教えられました。ロータリーにも「ロータリー家族」という⾔言
葉葉があります。本⽇日は、オリンピック開催地の楽しいバグパイ
プとアイルランド⾳音楽で充分にお楽しみ下さい。また、ロータ
リー家族としておおいに語り合って下さい。

http://www.odawarajhrc.jp
http://www.odawarajhrc.jp
mailto:info@odawarajhrc.jp
mailto:info@odawarajhrc.jp
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❖ 会⻑⾧長挨拶
⼩小嶋  章司  会⻑⾧長

 　加藤⼩小⽥田原市⻑⾧長をお迎えしての会⻑⾧長挨拶で
すが偶然にも地⽅方交付税の話になってしまい
ますが、釈迦に説法お許し下さい。24⽇日
2012年年度度の地⽅方交付税の配分額が決まりま
した。
 　⾃自治体の財源不不⾜足を補うため国が交付する
地⽅方交付税・神奈奈川県では寒川・中井町が交
付団体に転じ、県内の不不交付団体は制度度創⽴立立
以来最少の4市町村に減少となりました。
地⽅方交付税を受けずに財政運営が出来る交付

団体は鎌倉・厚⽊木・箱根・清川・の4市町村になった。
 　⼩小⽥田原と⾔言いますと今年年度度13億5千万円の交付を受けると聞きまし
たが私は⼩小⽥田原が平成11年年・12年年・13年年と交付を受けたあと不不交付
団体だと思っていました。いつからまた交付団体になつたんだろうと
調べたら平成22年年に9年年ぶりに交付を受け23年年・2年年と交付を受けて
います。ちなみに、神奈奈川県は640億・前年年⽐比15億増加で20年年連続で
交付を受ける団体になっています。
 　このように交付団体が増える原因として、⽣生活保護や⾼高齢者福祉・
⺟母⼦子家庭等社会保障費の増加があげられています。事実介護の措置・
医療療関係費が7年年間で2倍にふくれあがっている。
私の⼼心配しているのは⼩小⽥田原が3年年連続で交付団体になってることで
す。国税を頂くことによって⼩小⽥田原が独⾃自になにかやろうとした時に
国から意⾒見見が出るのでは?
⼆二つ⽬目は１３億からの交付を受けてもまだ、⾜足りないとなると借⾦金金を
するしかない?
 　交付税が地⽅方の国に対する依存⼼心を増⻑⾧長しているのでは?
 　結論論として交付を頂かない⼩小⽥田原になるには、独⾃自の事業等・開発
は加藤市⻑⾧長におまかせするとして、私たちロータリアンは職業奉仕の
精神で少しでも多くの法⼈人税等⽀支払うことに努⼒力力しています。
 　特に⼩小⽥田原城北北ロータリークラブには、優良良企業がたくさんあり私
は誇りに思います。

❖ 会員誕⽣生⽇日

【⽋欠  席  者】 　6名
 　 　菊地  義雄、中村  維孝、須賀  俊和、阿部  ⼀一顯、須藤  公司
 　 　志澤  昌彦
【今回MU】1名
 　 　須藤  公司（7/29  RAC）
【前回MU・前々回MU】  増加無し

例例会報告：2012年年7⽉月31⽇日（晴）第1761回通常例例会
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

例例会報告：2012年年8⽉月7⽇日（晴）第1762回納涼例例会

久保⽥田 　知⼦子 　幹事

1)来⽉月8⽉月7⽇日の第⼀一例例会は、報徳⼆二宮神社
での納涼例例会ですのでお間違えの無いよう
お願い致します。なお、理理事の⽅方は定例例理理
事会を16時20分より⾏行行いますのでよろしく
お願いします。
2)前回、財団学友のコンサートの申し込み
ということでパンフレットを後ろに貼らせ
ていただいておりますが、⾒見見に⾏行行きたいと
いう⽅方は、私の所に書類がありますので申

し込みをお願いします。
3)前期会費を納めていない⽅方は本⽇日が最終ですのでよろしくお願いし
ます。

出席報告 会員数 出席 M.U 出席率率率

7⽉月31⽇日 49(47) 41 1 89.36%

7⽉月24⽇日 49(46) 40 0 85.11%

7⽉月17⽇日 49(46) 38 1 84.78%

❖ 会⻑⾧長挨拶

❖ 幹事報告

❖ 同好会報告
ゴルフ同好会・・・辻村 　彰秀委員
８⽉月２２⽇日第１回取りきり戦を⾏行行います。そちらの出⽋欠席を出来るだけ
早くお出しください。最終は次回納涼例例会の時にゴルフ同好会幹事の⽅方
まで連絡下さい。また年年会費5,000円を未納の⽅方はよろしくお願いしま
す。

⼩小嶋  章司  会⻑⾧長

 　皆様こんにちは 　本⽇日は納涼例例会です。
会場監督・親睦委員会の皆様には⼤大変にあ
りがとうございます。また、ご家族・奥様
のご参加感謝いたします。重ねて御礼申し
上げます。
 　さて、今⽉月はロータリーの会員増強拡⼤大
⽉月間です。私はいままで会員の増強は増強
より退会防⽌止の⽅方が⼤大事だと思っていまし
た。私が1996年年に⼊入会して今⽇日まで63⼈人
の⽅方が退会しております。亡くなった⽅方が
12⼈人います。差し引いて51⼈人の⽅方の2割が

残っていてくれれば60⼈人がたもたれているわけです。しかし、私の考え
は消極的ではないかと思い先ずは増強しなければと考えました。
私⾃自⾝身もがんばります。会員の皆様ぜひお⼒力力をお貸し下さい。

❖ 幹事報告
久保⽥田 　知⼦子 　幹事

1)年年初例例会決算が承認されました。  
2)ロータリーの看板の保険が満期に
なりましたので、更更新致しました。  
3)IMテーマは「ロータリー財団と夢
計画」です。志澤さんが本会議でプ
ログラム委員になりました。
4)⼤大⾕谷宏会員から出席免除の届け出
があり、受理理されました。  
5)阿部⼀一顕会員が退会されました。
後任の出席委員⻑⾧長に関しましては、

委員会で選任してもらい、9⽉月に報告させていただきます。8
⽉月中は柳柳井さんに代⾏行行していただきます。

6)次週14⽇日は、休会となります。  
7)事務局は8⽉月11⽇日から8⽉月19⽇日まで夏休みとなります。

❖ 出席報告

出席報告 会員数 出席 M.U 出席率率率

8⽉月7⽇日 48(47) 40 1 85.11%

7⽉月31⽇日 49(47) 41 1 89.36%

7⽉月24⽇日 49(46) 40 1 87.23%

【⽋欠  席  者】 　7名
 　 　鈴鈴⽊木 　進、菊地  義雄、内⼭山  修⼀一、須賀  俊和、辻村  彰秀
 　 　⼤大川 　誠、⽊木村  啓滋
【今回MU】無し
【前回MU】  増加無し
【前々回MU】  増加1名
 　 　⼩小林林  和彦（8/6  IT講習会）

会場：  報徳会館
時間：17:30〜～17:50

❖ 委員会報告
会員増強委員会・・・⽯石内 　正彦委員⻑⾧長
先週ポストに⼊入れさせていただきましたが、明⽇日だるまで午後６時か
ら会員増強委員会を⾏行行います。またその後、杉崎前会⻑⾧長のご苦労さん
会を開催いたします。申し込みをされた⽅方はよろしくお願いします。

❖ ニコニコ箱
剱持 　悟  委員

ニコニコ箱 累計 目標

7月31日分 15,000 135,500 1,300,000

✴本⼈人誕⽣生⽇日
⽥田代   博信さん…誕⽣生⽇日を祝っていただきありがとうございます。8
⽉月12⽇日で72才になってしまいます。
⽯石崎   孝さん…誕⽣生⽇日の祝いありがとうございます。61才になりま
す。
井上   寛さん…誕⽣生祝いありがとうございます。夏の暑さ、冬の寒さ
がこたえるようになりました。歳はとりたくないものですね。
✴その他
河野   秀雄さん…加藤憲⼀一市⻑⾧長、本⽇日はよろしくお願いいたします。
盛夏です。御⾃自愛の上市⺠民の為御奉仕下さいませ。
清   康夫さん…今朝、国道246の秦野地区にてオートバイで90キロで
⾛走ってスピードオーバー、50キロで捕まってしまいました。（50年年
前の夢でした）びっくりしました。
⼤大⾕谷   宏さん…毎⽇日暑い⽇日が続きますね。愛知県には井上誠⼀一先⽣生設
計のゴルフコースが4つあります。その中の⼀一つ、春⽇日井カントリー
クラブに明⽇日、明後⽇日と⾏行行ってきます。暑さが⼼心配です。
剱持 　悟さん…お蔭様で59才になります。
⽯石橋   徹さん…先週休んでしまい申し訳ございません。加藤市⻑⾧長いつ
もお世話になります。本⽇日は「経済の活性化に向けて」ということ
でご講演よろしくお願いします。

柳井　渉 委員

❖ ニコニコ箱
剱持 　悟  委員

ニコニコ箱 累計 目標

8月7日分 46,000 181,500 1,300,000

✴ビジター
鈴鈴⽊木ガバナー補佐…年年初例例会のニコニコ遅くなり申し訳ありません
でした。
✴その他
執⾏行行部⼀一同…本⽇日は納涼例例会です。皆様おおいに楽しんで下さい。
担当委員会の皆様ご苦労様です。
会場監督⼀一同…本⽇日は移動例例会となりましたが、多くの皆様にお越
し頂きまして誠にありがとうございます。スコットランド⺠民謡、そ
して美味しい料料理理を楽しんで下さい。⻑⾧長丁場となりますが最後まで
宜しくお願い致します。
親睦委員会⼀一同…本⽇日の納涼例例会・懇親会が楽しい時間となる様に
と企画しました。どうぞ今⽇日⼀一⽇日楽しんで下さい。
会員維持増強委員会⼀一同…8⽉月1⽇日だるまにて開催しました前年年度度杉
崎会⻑⾧長慰労会・会員増強強化懇親会は⼤大勢の会員の出席を頂き盛⼤大
に開催できました。会費のおつりを少々ですがニコニコに⼊入れさせ
て頂きます。ご出席いただきました皆様、どうもありがとうござい
ました。
鈴鈴⽊木 　 友徳さん…納涼例例会楽しみにしております。⼥女女房と⼀一緒の参
加です。よろしくお願いします。
⼩小林林 　泰⼆二さん…楽しい時間を過ごさせて頂き有難う御座います。
渡部 　 重海さん…今夜の納涼家族会の例例会を楽しみにしておりま
す。設営の委員会の皆様に感謝致します。
⼤大⽊木 　清さん・⽥田代 　博信さん・太⽥田 　忠さん・本⽥田 　純⼆二さん…
親睦委員会、会場監督の皆さんご苦労様です。今夜は楽しませて頂
きます。⼜又、男⼦子サッカーも勝ちますように。
河野 　 秀雄さん…担当委員会の皆様ご苦労様です。ロータリー家族
も楽しみにしております。
三宅宅 　常公さん…納涼例例会、家内共々本⽇日はお世話になります。
守屋 　 善男さん…親睦・会場監督の委員の皆様ご苦労様です。今夜
はアイルランドの⾳音楽を⼤大変楽しみにしております。
⽯石崎 　 孝さん…本⽇日、納涼例例会楽しみにしております。関係委員会
の皆様ご苦労様です。
中村 　 維孝さん…沖縄那覇市にて8⽉月1⽇日、⽇日本中のシニアに福寿⼈人
⽣生を！旗印に“介護されない介護サービス”施設「温熱リハビリ＆シ
ニアフィットネス」を開業しました。NHKにも取材されてはずかし
ながら出演をしました。
杉崎 　 勝成さん…親睦活動委員会の皆様、本⽇日はお世話になりま
す。
露露⽊木 　 清勝さん…本⽇日はよろしくお願いします。また今⽇日は会員増
強⽉月間です。皆様の御協⼒力力よろしくお願い申し上げます。
⼤大⾕谷 　 宏さん…本⽇日の納涼例例会開催のための準備、関係委員会の皆
様ご苦労様です。家内共々お世話になります。

❖ 加藤市⻑⾧長の卓話は別紙に掲載いたしました。

❖ 納涼例例会の模様は次ページおよび別紙に掲載いた
しました。

❖ 出席報告

⽯石崎 　孝さん（8⽉月4⽇日）
井上 　寛さん（8⽉月6⽇日）
⽥田代 　博信さん（8⽉月12⽇日）
菊地 　義雄さん（8⽉月16⽇日）
剱持 　悟さん（8⽉月20⽇日）

❖ 会員誕⽣生⽇日
須藤 　広美さん（8⽉月8⽇日）


