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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1765回）
会場：⼩小⽥田原卸センター内会議室
⽇日時：2012年年9⽉月4⽇日 　12:30〜～13:45
司会：⼤大川  久弥    副幹事

❖ ニコニコ箱

✴卓話
⼩小松 　 雄成様（湯河原RC）…久し振りに地区会員増強委員として
お邪魔しました。よろしくお願いします。
✴ビジター
井上 　 誠⼀一様（⼩小⽥田原RC）…平素お世話になります。⼩小嶋会⻑⾧長の
応援団の１⼈人として本年年のご活躍を期待しております。
✴本⼈人誕⽣生⽇日
杉崎 　 勝成さん…誕⽣生⽇日祝いありがとう御座います。9⽉月2⽇日で60
才になります。⽇日々の健康に感謝し今後も頑張って⾏行行きたいと思い
ます。
✴奥様誕⽣生⽇日
三宅宅 　常公さん…妻の誕⽣生祝いありがとうございます。河野さんい
つもお気遣いありがとうございます。
⼀一⼨寸⽊木 　信雄さん…妻の誕⽣生⽇日にきれいな花を届けてくれてありが
とうございます。
✴その他
執⾏行行部⼀一同…⼩小松雄成様、本⽇日の卓話よろしくお願い致します。
河野 　秀雄さん…⼩小松先⽣生、本⽇日はよろしくご指導下さいませ。残
暑厳しいです。御⾃自愛下さいませ。
清 　康夫さん…①⼩小⽥田原RCの井上さんようこそ。
②当クラブ例例会場の駐⾞車車場に有るテントを本⽇日より取り壊していま
す。来週より広々となり、多くの⾞車車が駐⾞車車出来ます。会員増強をし
ても⼗十分駐⾞車車出来ます。＊想定外の台⾵風が来ると危険ですので。
井上 　寛さん…⼩小松様暑い中ご苦労様です。
⼤大⾕谷 　宏さん…今年年の夏は体調が悪く、先⽉月のクラブのゴルフも参
加できず、すみませんでした。本⽇日も途中退席いたします。それに
しても「平和ボケした⽇日本⺠民族」とは⼀一体何なのか？真剣に考えざ
るをえない夏でした。
⽯石崎 　孝さん…過⽇日開催されました本年年度度第１回ゴルフコンペにて
２位になりました。同好会幹事の皆様ご苦労様でした。⼜又、⼩小嶋会
⻑⾧長にはパーティーに出席下さいましてありがとうございます。
久保⽥田 　知⼦子さん…久々のゴルフ同好会に参加し、ベスグロ優勝致
しました。⼆二度度と取れないかもしれないベスグロ賞欲しかったなぁ
ー。
⽯石内 　 正彦さん…今⽇日の卓話は湯河原RC⼩小松雄成様です。よろし
くお願いします。 会員数：48名

例例会報告：2012年年8⽉月28⽇日（晴）第1764回年年通常例例会

12:30 開会点鐘：⼩小嶋  章司  会⻑⾧長
国歌⻫斉唱
ローターソング⻫斉唱 　「奉仕の理理想」
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:  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」

13:45 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」

10⽉月2⽇日  通常例例会(RC) 　12:30
担当:  プログラム委員会
卓話:  北北⽥田  英治様  
  (株)浜銀総合研究所  調査部部⻑⾧長・主任研究員

「未定」

■ ■ ■  　 今 後 の メ ー キ ャ ッ プ 情 報  　 ■ ■ ■  
-‐‑‒2012年年9⽉月-‐‑‒

‣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  13:00~∼15:00
   ｢宗沢公園清掃」

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

‣25⽇日(⽕火)  箱根  M.U.受付なし
「家族親睦会」

‣26⽇日(⽔水)  ⼩小⽥田原北北  報徳会館  12:30  
   ｢ガバナー公式訪問｣

                             　⼩小⽥田原城北北RAC  マロニエ204  19:30
 　 　 　 　 　｢卓話：⼩小川  和夫⼩小⽥田原城北北RC会員｣

‣27⽇日(⽊木)  ⼩小⽥田原中  報徳会館  17:30
「クラブ・フォーラム/ロータリー財団・⽶米⼭山奨学セミナー報告」

‣28⽇日(⾦金金)  湯河原  ニューウエルシティ湯河原  12:30
｢卓話：神⾕谷  ⼀一博会員｣

 　 　 　 　   　⾜足柄  おんりーゆー  12:30  
「ガバナー公式訪問」

❖ ビジター
井上 　誠⼀一 　様（⼩小⽥田原RC）

⼤大⽊木 　清委員

ニコニコ箱 累計 目標

8月28日分 22,000 217,500 1,300,000

MEMO

❖ ゲスト
井上 　丈⼆二 　様（⼩小⽥田原城北北RAC）

❖ 会員誕⽣生⽇日
杉崎 　勝成（9⽉月2⽇日）

❖ 奥様誕⽣生⽇日
三宅宅 　⼀一枝さん（8⽉月28⽇日）
⼀一⼨寸⽊木 　かをるさん（8⽉月29⽇日）
中村 　弘美さん（9⽉月3⽇日）

http://www.odawarajhrc.jp
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•ミシマサイコ
•りんどう
•トルコ桔梗
•オランダセダム

「りんどう」の 　花⾔言葉葉
は「あなたの悲しみに寄
りそう」「誠実」「正
義」「悲しんでいるときのあなたが好き」「貞節」「淋淋しい愛情」
※花⾔言葉葉辞典より転載
http://www.hanakotoba.name/archives/2005/09/post_̲228.html

❖ 会⻑⾧長挨拶
⼩小嶋  章司  会⻑⾧長

 　ロータリーの増強に必ずと⾔言って
いいほどロータリアンの質と量量がい
われますが、ロータリーは⼈人⽣生の価
値を他⼈人への奉仕に置き、そこに⽣生
き甲斐を感ずる⼼心を⼈人々の中に植え
付け育てることを⽬目標としていま
す。集団の⼒力力によってあるいは⼒力力で
社会改良良を⾏行行おうとするものではあ
りません。
100年年以上経て現在約123万⼈人の会

員数ということは今⽇日までロータリーが会員の質をきわめて尊
重してきた証拠だと思います。
 　つい最近までロータリーは、⼀一業種⼀一会員制をとってきまし
た。⼀一業種⼀一会員制ですとどれだけすぐれた⼈人でも職業分類上
そこがふさがっている時は会員になり得ないという量量に対する
⼤大きな制限がありました。そこで、同⼀一都市にテリトリーを同
じくするクラブが新しく出来たわけです。別に⼀一業種⼀一会員に
戻すべきとはいいませんが何かの本に「ロータリーアンの質が
良良くなければ尊重される資格がないが、量量においても相当⼤大き
なものでなければ⼒力力をなしえない、質も量量によって保証され
る」と書いてありましたが確かにその通りだと思います。その
発展の歴史にめざましいものがあります。
 　ところで⽇日本のロータリーはここでちょつと⾜足踏みをして反
省省してみる時期がきているのではないでしょうか。質の⾼高い原
⽯石がだいぶ集まってきましたそれなのにその原⽯石を磨くことを
してこなかったのではないかと思います。原⽯石探しも⼤大事です
がそれを磨くことに専念念すべき時期がきているような気がしま
す。
 　昔あるタクシー会社の朝礼で「本⽇日何時頃ロータリーの⽅方の
お迎えがあります。そそうのないよう充分に注意して下さ
い。」こんなことがちょくちょくあったそうです。今はそのよ
うなことはないそうです。これはタクシー会社の時代の変化と
共にお客様は皆平等であるとの考えに変わったからだと思いま
す。

❖ 出席報告

【⽋欠  席  者】 　5名
 　 　中村  維孝、⻄西 　  寛、⼩小林林  和彦、上⽥田  博和、菊地  義雄
【今回MU】1名
 　 　上⽥田  博和（8/23  南熱海RC）
【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28⽇日（晴）第1764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)9⽉月4⽇日、午前11時より定例例理理事
会を開催しますので理理事の⽅方はよろ
しくお願いいたします。
2)同じく4⽇日の卓話の件ですが卓話
が45分になっておりますので例例会を
15分延⻑⾧長いたします。

「会員増強について」

地区会員増強・会員維持委員会委員
⼩小松 　雄成  様

（こまつ 　たけしげ）

 　 まず昨年年度度と今年年度度の会員数の状
況ですが、前年年度度当初（23年年7⽉月1
⽇日）の会員数は2202名でした。今年年
の6⽉月30⽇日は2184名で18名の純減
でした。毎年年増強に⼒力力を⼊入れている
のですが、この8年年間毎年年減ってい
る状況です。ちなみに2000年年の時に
は地区の会員数は4000名おりまし
た。⼥女女性会員を⾒見見てみますと、去年年

の始めは152⼈人でしたが、現在170名に増えております。クラブ
の数については今年年度度32クラブ消滅してしまいます。グループ
ごとに⾒見見てみますと。グループで多いのが第6グループ（厚⽊木）
でこちらが319名、第5グループ（相模原）310名、3番⽬目は当グ
ループの第9グループで307名です。少ない⽅方では第2グループ
（鎌倉）が176名しかいません。そんなところが会員数の現況で
す。先程3クラブが消滅してしまうとお話しましたが、実は2年年
前に2度度⽬目の会⻑⾧長をしておりました時に湯河原南クラブの解散の
時期に重なりました。何とか湯河原南クラブのメンバーにはうち
のクラブに移って頂きたいということで⾊色々と努⼒力力しました。最
終的に会員数が8名しかおりませんでした。そのうち湯河原クラ
ブに5名⼊入って頂きました。1名は⼩小⽥田原クラブに移りました。
退会したメンバーは2名だけでした。解散は残念念でしたが、6名
のメンバーが残って頂いたことは⾃自分なりに満⾜足しております。

 　あと当然のことですが会員の友和を⼤大事にしないといけないと
思います。私の年年度度の時には懇親会と称し夜間例例会を4、5回実
施しました。あとこれから私が考えていることは、解散前に多く
いた元メンバーに対し再⼊入会に対し⼒力力を⼊入れたいと思います。
 　 話は変わりますが、6⽉月6⽇日に会員増強のセミナーが藤沢で開
催されました。その時に⽬目標を⽴立立て現在の状況を分析して、これ
からどのような⾯面に⼒力力を⼊入れていくか考えていくのですが、その
時話に出たことを申し上げたいと思います。
 　 まず⼀一つ⽬目は創⽴立立順と会員数の関係です。例例えば城北北RCの場
合創⽴立立順は33番⽬目ですが会員数は8番です。逆に私ども湯河原の
創⽴立立順は⼀一桁ですが会員数は下のほうなのです。ですから私はこ

❖ 卓話

❖ 幹事報告

れに関しては関
係が無いと思い
ます。
 　 2番⽬目は⼈人⼝口
と会員数です。
⼩小⽥田原市の⼈人⼝口
が約20万⼈人。委
員会で標準的に
考えているのは

⼈人⼝口1000⼈人につき会員⼀一⼈人ですので、⼩小⽥田原地区のクラブは
200名近くなりますのでクリアしております。
 　 この6⽉月6⽇日には講演会と分科会がおこなわれました。講演
会では第2750地区のファストガバナー、RI増強の委員をされ
ている市川伊三夫のお話を伺ったのですが、現在のロータリー
の状況を4項⽬目に分けて分析されたお話をして頂きました。そ
の中の話で、ロータリーの強みとは地域のリーダーの集まりで
ステイタスが⾼高い、100年年以上の歴史がある、⻑⾧長い⻘青少年年交換
の歴史もある、⽶米⼭山奨学会もある、職業の多様性を⾼高く保持し
ている。逆に弱み
は、平均年年齢が⾼高
く退会者が多い。
年年会費が⾼高すぎ
る。⾏行行事も多すぎ
る。⽇日本の経済状
況が良良くない。な
どを発表されまし
た。ほかのその時
の講演の資料料は⽯石
内委員⻑⾧長にお渡ししましたので関⼼心のある⽅方は⾒見見て頂きたいと
思います。
 　分科会で⼀一番⼒力力を⼊入れて話が出たのは、各クラブでクラブ協
議会を実施して増強を図って頂きたいということです。戦略略的
な内容として
・年年度度のリーダー5⼈人衆（会⻑⾧長、幹事、エレクト、副会⻑⾧長、増
強委員⻑⾧長）をつくる。
・⼥女女性会員のパワーを増強に向ける。
・会員退会防⽌止のためにベテラン会員が⼒力力を⼊入れて欲しいなど
がでました。
 　また昨年年度度から⼥女女性会員の集いというのを始めたそうです。
これは会員だけでなく会員になって頂けそうな⼥女女性も集まって
頂いて交流流を図る集いです。今年年度度は11⽉月28⽇日に鎌倉パーク
ホテルで⾏行行います。菅原ガバナーは⼀一貫してあくまでもクラブ
が基本とおっしゃっております。元気で楽しい例例会、意義ある
奉仕活動が出来るようには会員の増強維持が不不可⽋欠ですので会
員全員で話し合って頂き
たいと思います。

❖ 委員会報告
⽶米⼭山記念念奨学委員会・・・井上 　寛委員⻑⾧長
 　ご案内の通り⽶米⼭山の寄附には、普通寄附と特別寄附というの
があります。普通寄附は皆様から頂いた会費の中で本会計より
⼀一会員5,000円の寄附をしております。それ以外に任意ですが
皆様から寄付を頂いておりますが今年年度度の菅原ガバナーも⼀一⼈人
当たり20,000円の寄附をお願いしたいということで要請をして
おります。来週から10,000円の寄附を徴収させていただきます
のでお願い致します。

ローターアクトクラブ報告・・・井上 　丈⼆二直前会⻑⾧長
 　9⽉月の例例会の案内をさせていただきます。9⽉月12⽇日は松本会員
のイニシエーションスピーチということでウィスキーの話をす
るということですのでウィスキーの好きな⽅方は是⾮非お越しくだ
さい。
 　次に9⽉月23⽇日は宗沢公園の⽅方で清掃をする予定です。9⽉月26⽇日
はロータリークラブの⼩小川さんにロンドンオリンピックに⾏行行っ
た時のお話をしていただけるということですので、是⾮非皆さん
お越しください。

出席報告 会員数 出席 M.U 出席率率率

8⽉月28⽇日 48(46) 41 1 91.30%

8⽉月21⽇日 48(44) 37 2 88.64%

8⽉月7⽇日 48(47) 40 1 85.11%

❖ Table  Flower
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