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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1767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18⽇日 　12:30〜～13:30
司会：⼤大川  久弥    副幹事

❖ ニコニコ箱

✴ビジター
奥⼭山  恵⼦子様（⼩小⽥田原北北ＲＣ）…おじゃまします。よろしくお願
いします。
✴会員誕⽣生⽇日
⼤大⾕谷  宏さん…お誕⽣生⽇日の御祝いありがとうございます。ゴルフ
で⾔言えばパープレイの年年齢です。今⽉月までベスグロは76でした
が、あと3打でエージシュート達成でした。エージシュート達
成⽬目指して頑張ります。これからもよろしく。
✴結婚記念念⽇日
久保⽥田  知⼦子さん…結婚記念念⽇日お祝いしていただきありがとうご
ざいます。
✴その他
⼩小林林   泰⼆二さん…本⽇日は卓話をさせて頂きます。60年年前のこと
は忘れてしまっているので思い出すのが⼤大変です。
本多   純⼆二さん…25回⽬目の⼊入会記念念⽇日です。まだまだガンバリ
ます。
清  康夫さん…ロータリークラブの奥⼭山さんようこそ、⽇日頃は⼤大
変お世話になっております。

会員数：48名

例例会報告：2012年年9⽉月11⽇日（晴）第1766回年年通常例例会

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:  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」

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

「最近の⾦金金融・経済情勢」

10⽉月9⽇日  通常例例会(RC) 　12:30
担当:  杉崎  勝成会員
卓話:  蕭淑麗麗様(シウ・ソックリ―)(⼥女女性)
 　 　 　通称：judy(ジュディ)
 　 　 　国籍:マレーシア・神奈奈川⼤大学/世話クラブ:  平塚北北RC

「未定」

10⽉月16⽇日  通常例例会    12:30  
担当:  プログラム委員会
卓話:  ⼩小畑  哲哉様
 　 　東⽇日本電信電話㈱神奈奈川⽀支店⽀支店⻑⾧長
「未定」

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

-‐‑‒2012年年9⽉月-‐‑‒

‣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」

⼤大⽊木 　清委員
ニコニコ箱 累計 目標

9月11日分 11,000 245,500 1,300,000

❖ ビジター
奥⼭山 　恵⼦子様（⼩小⽥田原北北RC）

❖ 会員誕⽣生⽇日

⼟土岐 　博也さん（9⽉月11⽇日）
中村 　維孝さん（9⽉月11⽇日）
⽯石橋 　徹さん（9⽉月14⽇日）
⼤大⾕谷 　宏さん（9⽉月17⽇日）

❖ 結婚記念念⽇日
久保⽥田 　知⼦子さん（9⽉月15⽇日）

MEMO

‣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」

-‐‑‒2012年年10⽉月-‐‑‒

‣1⽇日(⽉月)  ⼩小⽥田原  報徳会館  12:30
「卓話:村上繁郎郎様/JCN⼩小⽥田原天気キャスター/気象・地形・⾃自
然災害」

‣2⽇日(⽕火)  箱根  宮ノ下富⼠士屋ホテル  12:30
「卓話：  安藤  紀之会員/㈱奈奈良良屋社⻑⾧長」

‣3⽇日(⽔水)  ⼩小⽥田原北北  報徳会館  12:30  
   ｢卓話：フィリピン  ターラックRC 　⾵風間様｣

‣4⽇日(⽊木)  ⼩小⽥田原中  報徳会館  12:30
「卓話：⽶米⼭山学友(予定)/テーマ未定」

‣5⽇日(⾦金金)  湯河原  ニューウエルシティ湯河原  12:30
｢卓話：⼟土屋  ⼀一弘会員/㈲⼟土屋商店社⻑⾧長｣

 　 　 　 　  ⾜足柄  おんりーゆー  12:30  
「会員の卓話」

‣8⽇日(⽉月)  ⼩小⽥田原  休⽇日休会
‣9⽇日(⽕火)  箱根  宮ノ下富⼠士屋ホテル  12:30

「卓話：  辻内  和七郎郎会員/箱根温泉供給㈱社⻑⾧長」

‣10⽇日(⽔水)  ⼩小⽥田原北北  家族親睦旅⾏行行  MU受付なし
‣11⽇日(⽊木)  ⼩小⽥田原中  報徳会館  12:30
「卓話：地区職業奉仕委員(予定)/職業奉仕⽉月間に関する卓話」

‣12⽇日(⾦金金)  湯河原  ニューウエルシティ湯河原  12:30
｢卓話：⻄西⼭山  敦会員/御所神社宮司｣

 　 　 　 　  ⾜足柄  おんりーゆー  12:30  
「会員の卓話」

http://www.odawarajhrc.jp
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「盤寿」
⼩小嶋  章司  会⻑⾧長

 　皆様こんにちは 　今年年も敬⽼老老の⽇日
が近づいてきました。お祝いには傘
寿・卒寿・⽩白寿等いろいろあります
が「盤寿」ってご存じですか?
「盤寿」とは将棋盤の⽬目が9×9の81
あることから81を「盤寿」とし将棋
の世界では81と⾔言う数字を特別に⼤大
事にしているようです。私がはじめ
て盤寿を知ったのは15世名⼈人の⼤大⼭山

康晴さんからです。⼤大⼭山名⼈人とはしょん
なことからしりあいまして最初が⿇麻雀のお付き合いでした。昭
和48年年頃の話ですが⼤大⼭山名⼈人がまだA級8段だったと思いま
す。よく⿇麻雀に誘って頂きましたが強かったですね。いつも勝
っていました。ある⽇日名⼈人が「⼩小嶋さん盤寿って知っています
か」知りませんといったら9×9＝81の話をしてくれました。名
⼈人は20も年年か違う私みたい⼩小僧にもずいぶん丁重な⾔言葉葉づかい
で「私はタイトルを81取る」また、「81の誕⽣生⽇日には⼩小嶋さ
んも呼んであげるから是⾮非来て下さい」。0.08しかない視⼒力力で
したので、分厚いめがねの奥から細くてやさしい名⼈人の顔が今
でも忘れません。残念念な事に名⼈人は平成4年年7⽉月に69才で亡く
なってしまいました。亡くなる前々年年度度がんの宣告をうけ病院
から抜け出して⾕谷川浩司4冠を破って名⼈人戦への挑戦権を取っ
た話は有名で
す。残念念なが
ら最後の名⼈人
戦は負けまし
た。また、い
つもA級から落落
ちたら引退す
ると公⾔言して
いましたがA級
在籍のまま亡
くなってしま
いました。また、タイトルも80で終わってしまいました。この
記録は破られることはないと思ってましたらなんと、今年年⽻羽⽣生
さんが81のタイトルを取りました。彼はまだ41才です。どこ
まで記録をのばすか⾒見見当もつきません。しかし⽻羽⽣生さんが「81
期記録達成は⼤大⼭山名⼈人が盤のマス⽬目80まで埋めておいたからあ
と1マスは⽻羽⽣生君きみが僕を追い抜いて埋めて次ぎに進んでく
れ」と託していたんだと思いますとのインタビューに感動しま
した。私は今年年⼤大⼭山名⼈人が亡くなった69才になりました。将棋
の世界となにも関係のない私ですが盤寿81才⽬目指してがんばろ
うと思います。

•ケイトウ
•トリコキキョウ
•キノラパン
•りんどう

「  ケイト」の 　花⾔言
葉葉は、「おしゃれ」
「⾵風変わり」「感情
的」「個性」「⾊色あせぬ恋」「情愛」

ケイトウ 　→ 　鶏頭
抱かれるイメージが東⻄西共通で、英名・中国名ともに「鶏の
トサカ」を意味する語である。
真夏から秋にかけて、燃えるような⾊色の花を咲かせる。
本当の「花」はごく⼩小さく、「トサカ」の下部に密集している。
トサカ状に⾒見見える部分は、茎が変化したもの。
【記事掲載】
http://www.hanakotoba.name/archives/2005/09/post_̲80.html

❖ 出席報告

【⽋欠  席  者】 　10名
 　 　井上 　寛、須賀  俊和、斎藤 　永、志澤  昌彦、⼩小川  和夫、
 　 　⼤大川 　誠、⽯石橋 　徹、中村  維孝、上⽥田  博和、⽥田代  博信
【今回MU】1名
 　 　井上 　寛（9/14 　地区研修）
【前回MU】  増加無し
【前々回MU】  増加無し 　 　

例例会報告：2012年年9⽉月11⽇日（晴）第1766回通常例例会

安藤　克己 委員長

久保⽥田 　知⼦子 　幹事

1)ガバナー公式訪問に関するスケジュ
ールを本⽇日ボックスに⼊入れさせていた
だきました。当⽇日は１時間延⻑⾧長になり
ます。途中退席はご遠慮下さいますよ
うお願い申し上げます。

❖ 幹事報告

出席報告 会員数 出席 M.U 出席率率率

9⽉月11⽇日 48(46) 36 1 80.43%

9⽉月4⽇日 48(46) 41 0 88.89%

8⽉月28⽇日 48(46) 41 1 91.30%

❖ Table  Flower

会場：  ⼩小⽥田原卸センター内会議室
時間：12:30〜～13:30

❖ 会⻑⾧長挨拶
お詫び

 　9⽉月11⽇日の例例会の卓話が録⾳音されていなかった為、通
常の原稿起こしができず、今回の会報に掲載すること
ができませんでした。9⽉月11⽇日の卓話につきましては、
次回の会報で正式な形で掲載する予定です。
お楽しみに！

❖ 卓話
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