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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1764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28⽇日 　12:30〜～13:30
司会：⼤大川  久弥    副幹事

❖ ニコニコ箱

✴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。来年年は⼤大台にのりそ
うです。今年年の誕⽣生⽇日はカナダにて若若い⼈人に祝って頂きました。
✴奥様誕⽣生⽇日
須藤 　 公司さん…妻の誕⽣生⽇日にお花を頂きありがとうございまし
た。
✴その他
清 　康夫さん…①8⽉月10⽇日より3泊4⽇日にて家内と釣りと温泉旅⾏行行に
⾏行行って来ました。野沢温泉から新潟・⽷糸⿂魚川・⼤大町・松本と950㎞
無事に帰ってきました。
②8⽉月15⽇日、孫が7⼈人集まり、1⽇日楽しく過ごしました。
須賀 　俊和さん…シンガポールとベトナムに⾏行行ってきました。帰国
後、群⾺馬県にて仕事をしましたが暑さでまいりました。委員会の皆
様には⼤大変ご迷惑をおかけしました。
⾦金金⼭山 　慶昭さん…⼩小川さん、前回の例例会の写真をありがとうござい
ます。
⼩小川 　 和夫さん…8⽉月9⽇日、ロンドンオリンピック⼥女女⼦子サッカー決
勝戦をウェンヴリー・スタジアムで、8⽉月11⽇日、男⼦子50㎞競歩をバ
ッキンガム宮殿で、8⽉月12⽇日男⼦子マラソンをロンドン塔折り返し地
点で観戦しました。8⽉月13⽇日からオークニー島、ハイランド地⽅方を
周遊し、8⽉月19⽇日に帰国しました。
⽯石橋 　徹さん…⼤大⽊木先輩、ニコニコ委員会の発表をいつもありがと
うございます。本⽇日の10代での卓話、柳柳井さん共々ガンバッテく
ださい。

会員数：48名

例例会報告：2012年年8⽉月21⽇日（晴）第1763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:  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」

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】

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」

9⽉月25⽇日  ガバナー公式訪問 　12:30~∼14:30（60分延⻑⾧長）
担当:  執⾏行行部
卓話:  菅原  光志(みつゆき)2012~∼13年年度度
ガバナー

「ガバナー公式訪問」

■ ■ ■  　 今 後 の メ ー キ ャ ッ プ 情 報  　 ■ ■ ■  
-‐‑‒2012年年8⽉月  -‐‑‒  

‣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」

‣17⽇日(⽉月)  ⼩小⽥田原  休⽇日休会
‣18⽇日(⽕火)  箱根  宮ノ下富⼠士屋ホテル  12:30
   ｢卓話：  村上  隆会員｣

‣19⽇日(⽔水)  ⼩小⽥田原北北  報徳会館  12:30  
   ｢卓話:  柴⽥田  勲様  (元巨⼈人選⼿手)」

‣20⽇日(⽊木)  ⼩小⽥田原中  報徳会館  12:30
   ｢卓話：井上  泰延様/関東財務局横浜財務事務所⻑⾧長」
   [神奈奈川県内の経済情勢について]

‣21⽇日(⾦金金)  湯河原  ニューウエルシティ湯河原  12:30
     ｢卓話：府川  清会員｣

 　 　 　 　  ⾜足柄  おんりーゆー  12:30  
「卓話:鈴鈴⽊木悌介AG」

‣23⽇日(⽇日)  ⼩小⽥田原城北北RAC  宗沢公園  午前予定
   ｢宗沢公園清掃」

❖ 奥様誕⽣生⽇日
⼤大川 　夏⼦子さん（8⽉月26⽇日）

8⽉月18⽇日〜～19⽇日のアクトのクラブ奉仕（ウエルキャンプ丹丹沢）

⽯石橋 　徹  委員⻑⾧長

ニコニコ箱 累計 目標

8月21日分 14,000 195,500 1,300,000

❖ Table  Flower

•トルコキキョウ
•キノシフォン
•ルスカス

「  トルコキキョウ」の 　
花⾔言葉葉は「優美」「希望」
「よい語らい」「清々しい
美しさ」。
原産地はトルコではなく、北北アメリカ。
名前の由来は、キキョウを連想させる花形と、つぼみの形が「イスラ
ム教の教会・モスクに似ているから」、「トルコ⼈人が頭に巻いている
ターバンに似ているから」という説などがあるが、定かではない。
⽇日本で改良良が重ねられて⼀一⼤大産地となっており、世界各国に輸出され
ている。
※上記の⽂文章の引⽤用元：花⾔言葉葉辞典
http://www.hanakotoba.name/
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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 　8⽉月7⽇日の納涼例例会あり
がとうございました。ご家族の⽅方のご参加
重ねて御礼申し上げます。
 　さて、本⽇日はロータリーには関係ないの
ですが、私たちの業界で「幻の花・幻の染
め」とされています「辻が花」の話を少し
させて下さい。これが辻が花です。「パネ
ル」実は辻が花という花は実存しません。
また、私たち業界に携わっている者は辻が
花というと辻が花染めの事を⾔言います。室
町時代後半から桃⼭山時代にかけておこなわ

れた染めの技法で絞りの中に絞りを⼊入れ最後に筆で主に花とか⿃鳥を書
いたものです。短い間にぱっと咲くように流流⾏行行しその後忽然と消えて
しまった幻の染めです。京都の⼩小倉健亮亮や福村廣利利など⽇日本を代表さ
れる辻が花染めの第⼀一任者です。しかし、絞りの中に絞りを⼊入れる技
法には限界があり辻が花も忘れられてしまいました。
 　突然、久保⽥田⼀一⽵竹さんが辻が花を発表し世界の脚光を浴びました。
⿊黒柳柳徹⼦子さんの徹⼦子の部屋が⽕火をつけたのです。びっくりしました
ね。
絞りの多さはともかく⾊色の多彩なことには⽇日本を代表する⼩小倉や福村
もこんなことが出来るのかと驚いき俺たちは今までなにをしてきたん
だと思ったそうです。しかし、問題がおきました。
 　久保⽥田⼀一⽵竹さんの辻が花染めは⼿手書きの友禅の柄を後から絞る⼿手法
でした。⽇日本の伝統を守る⼩小倉や福村は猛烈烈に抗議しそれからは久保
⽥田⼀一⽵竹辻が花と呼ぶようになりました。辻が花の由来ですがつつじの
花の染料料でかたぴらなどを染めたので「つつじが花」がなまって「辻
が花」という説や町のつじ辻にたっていた遊⼥女女の着物の柄の花をとっ
て「辻が花」、どの説が正しいかはわかりません。
 　絹の着物は12メートル重さは200匁が普通です。⽇日経新聞の絹の相
場でせいぜい数万円です。それが絞ったり描いたりして800万円にな
る。私だったら⾦金金とかプラチナで持っていた⽅方が良良いなとげせんな考
えをもってしまいます。

❖ 出席報告

【⽋欠  席  者】 　7名
 　 　⻄西 　  寛、中村  維孝、斎藤 　永、釼持 　悟、⽊木村  頼弘
 　 　⼀一⼨寸⽊木  信雄、⼩小林林  和彦
【今回MU】2名
 　 　釼持 　悟（8/19  RAC）
 　 　⽊木村  頼弘（8/8  RAC）
【前回MU】  増加無し
【前々回MU】  増加無し
 　 　

例例会報告：2012年年8⽉月21⽇日（晴）第1763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

久保⽥田 　知⼦子 　幹事

1)ロータリー財団の⽅方よりロータリーカー
ドの普及ということでお願いがきておりま
す。このカードは国際ロータリーでより良良
き世界の為にということでクレジットカー
ドプログラムというのがあり、このカード
を使って買い物をして頂くと0.3％がロータ
リー財団の⽅方に⼊入るようになっておりま
す。ぜひ切切り替えて使ってください。
2)ロータリーレートが1ドル80円というこ
とで来ております。
3)地区⼤大会の出⽋欠席を8⽉月31⽇日までにお願

いします。
4)地区⼤大会記念念親睦ゴルフコンペを10⽉月15⽇日（⽉月）に開催するとい
うことで案内がきておりますので参加したいという⽅方はご連絡下さ
い。

5)⼩小川会員がロンドンオリンピックに⾏行行った時の写真を回しますので
是⾮非ご覧ください。

「私の10代」
⼤大⽊木 　清  会員

 　 終戦になって67年年、私は78
才になりますので10代の始め
というと終戦の前の年年になりま
す。その当時は、⾷食糧糧難でした
のでクラス皆で⾷食事をする時に
は、最後の⽅方になってくるとさ
つまいもだとかおにぎりなどの
簡単なものでした。そして戦争
中ですので空襲があると午後学

校は休みで帰らせてもらうのです。勉強はもともと好きな⽅方ではなかっ
たので家に帰れることを喜んでおりました。原爆が落落ちたのは情報量量が
少なくあんまり覚えていないのですが、終戦になり学区制が変わりまし
た。今は6・3・3、⼤大学4ですが、その前は6・3が無かったので中学を3
年年間やったのは私たちが初めてだと思います。その当時の中学校の勉強
の仕⽅方は、英語の場合は選択科⽬目でした。中学で⼀一番困った事は、農村
地帯から多く来ていましたので、6⽉月、10⽉月の農繁期に1週間⽋欠席しても
出席扱いになるのです。しかし1週間さぼりますと授業は進んでいますの
で追いつくのが１週間ではとても追いつかなく、1か⽉月位かかってしまい
ました。そして⾼高校になりますと、うちは農家でしたのでとにかく農林林
学校に⾏行行けと⾔言われ、農林林学校に⾏行行きました。そこでは農業の基礎勉強
をしました。最後の年年になり⼆二宮の県⽴立立の園芸試験所に10⼈人位で⾏行行きま
した。そこでは午前中授業をし、午後は剪定したり、草をむしったり、
肥料料をやったりと試験所の作物の管理理をしました。その中で作業員をま
とめる監督者があり勉強させてもらいました。もう1点ですが、⾼高校の時
に新聞部に⼊入った時に活字を組むのをお願いしたのが神静⺠民法社で、社
⻑⾧長室でゲラ刷の校正をやっておりました。そうすると先輩が帰りに⼀一杯
やろうということで裏裏町を案内してもらいました。その時から酒が好き
になったのかと思います。

柳柳井 　渉会員
 　私は岡⼭山の倉敷の⽣生まれで、
⼩小学校の時は⽔水島という所に住
んでおりました。その当時の思
い出といいますと、夏休みにプ
ールに⾏行行っていますと光化学ス
モッグ注意報が良良く発令令されプ
ールが中⽌止されたのを覚えてい
ます。私が住んでいた⽔水島には

5つの⼩小学校があり⼀一学年年40名位が6クラスありコンビナートとかの関係
で結構の数がいたのだなと思います。⼩小学校を卒業し中学に移る時に両
親が家を建て、倉敷に⾏行行きました。中学校まで歩いて1分もかからないよ
うな中学校の直ぐそばに家がありましたので、その時のエピソードとし
て、夏休み中の登校⽇日というのがあり、すっかり忘れていた私は皆が学
校へ向かう様⼦子を⾒見見てあわてて⾏行行った記憶があります。⾼高校は広島県よ
りの⾼高校に⾏行行きました。そこでは部活はほとんどやってなく、その当時
ギターをやっていたので毎⽇日のように皆で楽器屋さんに寄っていまし
た。⼤大学は広島の呉にある近畿⼤大学の⼯工学部の建築学科に⾏行行きました。
⼤大学の思い出というと、研
究室に出⼊入りしておりそこ
の卒業⽣生というのは私より
10才上の⼈人からつい最近ま
での40年年くらい同じ先⽣生が
教えた⽅方がおり、そのつな
がりがすごく強く今も1年年
に1回位東京近辺住む⼈人が
集まっております。

❖ 卓話

❖ 幹事報告

井上 　寛会員
 　 この年年になって振り返ると
私の10代というのは絶頂期
でした。何がというと、⼼心配
事は⼀一つもないし、望んだ事
はほぼ叶える事が出来るし、
欲しい物は全部⼿手に⼊入りまし
た。そんな10代でありまし
たので多分に⾃自慢話に聞こえ
るかもしれませんがお許しを
いただけたらと思います。た

だそんな10代の環境が今の私を良良い意味でも悪い意味でも形作ってい
るのかなと思います。
 　 そんな中でも⼀一番⼤大きな影響を受けたのがビートルズとの出会いで
あります。⾃自分で⾔言うのもおこがましいのですが、私の⼩小学校・中学
校時代は絵に描いたような模範⽣生でした。担任の先⽣生は事あることに
井上を⾒見見習いなさいということを常におっしゃっておりましたし、そ
んな私を親も⾮非常に期待をしておりました。ただ勉強が好きだったわ
けではなく家に帰って好きなことをしたいという⼀一⼼心で学校にいる間
は授業に集中をしておりました。かなり早い頃から私の家にはテレビ
がありました。そのテレビが私の⼤大事な情報源でした。今でいうとパ
ソコンのような感じでテレビを⾒見見ておりました。テレビで漢字を覚
え、テレビでいろんな⾔言葉葉を覚え、いろんな情報を⾃自分の中に取り⼊入
れてきたという記憶があります。たしか中学2年年の夏休みだったと思
いますが、お昼のちょっと前にNHKで週に1回海外ニュースが流流され
ており、たまたま⾒見見ていた海外ニュースでイギリス⼈人の4⼈人組のバン
ドがアメリカでも凄い⼈人気ですという報道がありそれ以来ビートルズ
の情報をラジオ等でチェックをしておりました。それが⾼高じて中3の
時にエレキギターを⼿手に⼊入れる事ができました。その当時エレキ＝不不
良良というレッテルをはられた時代ですがよく親が買ってくれたものだ
なと思っております。
 　 ⾼高校は慶応⾼高校に
⼊入りました。慶応⾼高
校は洋楽が好きな連
中が沢⼭山おり、そん
な連中から多くの情
報を得られるように
なりました。そんな
時にビートルズ来⽇日
というニュースが流流
れてきました。チケ
ットを⼿手に⼊入れる事
が出来、1966年年7⽉月2⽇日（⼟土）、午前中の学校が終わり武道館に向か
いました。⾮非常に警備が厳重で⽴立立ち上がる事も許されませんでした。
 　そんな関係でイギリスも⼤大好きで、⼤大学の1、2年年の頃は安い航空券
を探して⼀一⼈人でロンドンに⾏行行ってライブハウスなどを巡ったりしまし
た。そんなことで今の年年になるまでロックが好きなことは変わりませ
んし、今でも好きなアーティストが来⽇日すれば⼀一⼈人でコンサートに出
かけています。なぜビートルズを好きになったかというと、彼らのヘ
アースタイルですとか、あるいは⾔言動、そしてサウンド、演奏スタイ
ルなど彼らの全てがそれまでの常識識をことごとく覆す⾰革命的なグルー
プでした。そんな⾰革新的な彼らの姿に常識識でがんじがらめに育てられ
た⾃自分は憧れがビートルズに魅⼒力力を感じたのではと思っております。
 　 ロンドンオリンピックの閉会式にはジョン・レノンのイマジンとい
う曲が流流れました。イマジンという曲は世界平和を歌ったものです。
世界中が⼀一つになろうよ、上も下もないんだよ、天国も地獄もない
よ、そんな内容の歌詞です。ぜひ私たちもそういう世界平和を願っ
て、奉仕を通じて平和を実現していきたいと思っております。

❖ 委員会報告
歴代会⻑⾧長会議のご案内…杉崎 　勝成直前会⻑⾧長
 　本⽇日歴代会⻑⾧長会議のご案内を配布させていた
だきました。⽇日時は9⽉月11⽇日です。皆様の御意
⾒見見をお伺いしたいと思っておりますので、お忙
しいとは思いますがぜひご出席をお願いしたい
と思います。

会員維持増強委員会…⽯石内 　正彦委員⻑⾧長
次回の例例会ですが、会員増強⽉月間ということも
あり、会員維持増強委員会が担当します。それ
にあたり⼩小嶋会⻑⾧長からもお話があったように、
会員維持増強のアンケートのお願いをしており
ますが、まだの⽅方は今週中にお願いします。

出席報告 会員数 出席 M.U 出席率率率

8⽉月21⽇日 48(44) 37 2 88.64%

8⽉月7⽇日 48(47) 40 1 85.11%

7⽉月31⽇日 49(47) 41 1 89.36%

❖ ゴルフ同好会
杉崎杯取り切切り戦優勝 　菊地さん
第⼀一回ゴルフコンペ優勝 　久保⽥田さん


