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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1768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〜～14:30
司会：⼤大川  久弥    副幹事

❖ ニコニコ箱

✴ビジター
鈴鈴⽊木   悌介様（国際ロータリー第2780地区第9Gガバナー補
佐・⼩小⽥田原北北RC）…重ねてお伺をさせていただき時間を頂戴し
ありがとうございます。来週はガバナーをお連れします。どう
ぞよろしくお願いいたします。
井上  三郎郎様（⼩小⽥田原RC）…⼩小嶋会⻑⾧長の益々の御健闘を。
✴その他
河野   秀雄さん…昨⽇日は敬⽼老老の⽇日でした。⼭山梨梨の孫3⼈人がFAXで
⼿手紙をくれました。温かい⽂文章に感涙してしまいました。⼈人⽣生
っていいですね。優しい孫を持って幸せです。
鈴鈴⽊木ガバナー補佐、本⽇日もよろしくご指導下さいませ。
清 　 康夫さん…9⽉月13⽇日、富⼠士⼩小⼭山カントリーにて当社得意先
48名のゴルフコンペを⾏行行い、無事に終りましたので。少々
⼤大⾕谷 　 宏さん…河野さんありがとうございます。河野さんの友
情に感謝します。
井上 　 寛さん…鈴鈴⽊木ガバナー補佐、ご苦労さまです。ここのと
ころ何度度となくＴＶで補佐の姿を拝⾒見見しました。多⽅方⾯面でのご
活躍に敬意を表します。
⼤大⽊木 　 清さん…先⽇日、⼩小⽥田原の善光寺講で⻑⾧長野の善光寺之参拝
しました。その写真が神静⺠民報に出ましたので、少々ですが。

会員数：48名

例例会報告：2012年年9⽉月18⽇日（曇）第1767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
ガバナー公式訪問

13:30 閉会点鐘：⼩小嶋  章司  会⻑⾧長

13:35
〜～
14:40

クラブ協議会
卓話：菅原  光志(みつゆき)様
 　 　 　2012~∼13年年度度ガバナー

【今後の例例会・卓話スケジュール】

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」

地区⼤大会
10⽉月20⽇日(鎌倉プリンスホテル)  会⻑⾧長幹事会・指導者育成セミナー
 　 　  21⽇日(七⾥里里ヶ浜⾼高校体育館/鎌倉プリンスホテル)  
11:30登録受付 　※全員登録してあります！
本会議：12:30~∼18:05  (七⾥里里ガ浜⾼高校体育館)  
懇親会：18:30~∼19:35
 　 　 　 　(鎌倉プリンスホテルバンケットホール)
ホスト：鎌倉ロータリークラブ
ガバナー：菅原  光志(みつゆき)⽒氏
実⾏行行委員⻑⾧長：⽯石渡  好⾏行行⽒氏(⼿手品が得意)

10⽉月23⽇日  休会

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

-‐‑‒2012年年9⽉月-‐‑‒

‣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」

⼤大⽊木 　清委員
ニコニコ箱 累計 目標

9月18日分 13,000 258,500 1,300,000

❖ ビジター
鈴鈴⽊木 　悌介様（国際ロータリー第2780地区第9Gガバナー補
佐 　⼩小⽥田原北北RC）
下⽥田 　准⼀一様（⼩小⽥田原北北RC）
井上 　三郎郎様（⼩小⽥田原RC）

❖ 奥様誕⽣生⽇日

菊地 　晶⼦子さん（9⽉月22⽇日）

MEMO•オーニソガラム
•カーネーション
•ハイブリットチース
•ドラセナ

「オーニソガラム」の花⾔言
葉葉は、「潔⽩白」「純粋」
「無垢」「才能」

【記事掲載】
http://www.hanakotoba.name/archives/2005/09/post_̲34.html

❖ Table  Flower
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「ロータアクトについて」
⼩小嶋  章司  会⻑⾧長

 　1996年年（平成8年年）に私がロータリーに
⼊入った時2780地区のローターアクトは10
のクラブがありました。

鎌倉 8⼈人 横須賀北北9⼈人
横須賀 10⼈人 相模原 6⼈人
平塚 5⼈人 ⼤大和 14⼈人
東海⼤大学29⼈人 茅ヶ崎 6⼈人
神奈奈川⼤大学 7⼈人 ⼩小⽥田原城北北 18⼈人
合計 112⼈人

 　現在は鎌倉・横須賀・相模原・⼩小⽥田原城北北の4クラブです。会員
数も37と三分の⼀一になってしまいました。
 　当時の⼩小⽥田原城北北ローターアクトは会⻑⾧長に宮嶋さん（鈴鈴廣）、幹
事に星野さん（フジミ）、会員の梶さん（中村維孝）、勝俣さん
（元事務員の娘）、河野さん（河野秀雄さんの娘）等ロータリーク
ラブ会員に関する会員が多数いたようです。
 　ローターアクトクラブ定款の第3条に「本ローターアクトクラブ
の提唱者は最⼩小限5名の
ロータリーアンより成
る委員会により本ロー
ターアクトクラブを指
導し、本ローターアク
トクラブの後⾒見見⼈人とし
ての責務を負うものと
する。」また、提唱ロ
ータリークラブが積極
的に直接参加し続けるか
否によって本ローターアクトクラブの成功・発展が決まることにな
る。しかし、いかに定款・細則を定め、運営がロータリーに似てい
てもアクトは決してロータリーの⼀一部をなすものではない。これ
は、ロータリークラブの奉仕活動の⼀一部⾨門であることを承知してお
く必要がある。すなわち、ロータリークラブがアクトという組織を
作って、これを⻘青少年年に提供し、お互いにこれを利利⽤用して活動する
ものである。従ってロータリークラブあってのアクトであって、ロ
ータリークラブが消滅するか、⼒力力が弱まれば当然アクト存在しなく
なる。また、ロータリーの⽅方針にもとるような存在となった場合は
いつでも終結させることができる。アクトに関する最終責任は常に
ロータリークラブにあるというわけです。
 　RIが従来の⽅方針である規制団体の育成から直接指導を⾏行行うよう
になったのは⻘青少年年奉仕活動を重要視した結果に他ならない。従来
奉仕の理理想を成年年・しかもある程度度成功した社会⼈人浸透させるよう
努⼒力力してきたがそれでは遅すぎるというわけである。これから伸び
る我々の後継者に若若い時から奉仕の理理想を伝えていけばよりよい社
会をつくるのにいっそう効果的というのがその⽬目的なのです。

❖ 出席報告

【⽋欠  席  者】 　10名
 　 　中村  維孝、釼持 　悟、⽯石橋 　徹、⼩小楠  雅昭、内⼭山 　修
【今回MU】無し
【前回MU】  1名増加
 　 　⼩小川  和夫（9/12  ⼩小⽥田原城北北RAC）
【前々回MU】  増加無し 　 　

例例会報告：2012年年9⽉月18⽇日（曇）第1767回通常例例会

安藤　克己 委員長

久保⽥田 　知⼦子 　幹事

1)来週はガバナー公式訪問です。出席委員
会の⽅方にお願いがございます。今⽇日⽋欠席の
⽅方に来週は出席して頂くよう連絡をお願い
します。ガバナー公式訪問での服装はクー
ルビズでよろしくお願いします。
2)第4回の定例例理理事会のご案内を本⽇日ボッ
クスに⼊入れさせていただきましたので、理理

事の⽅方はよろしくお願いします。

❖幹事報告

出席報告 会員数 出席 M.U 出席率率率

9⽉月18⽇日 48(45) 40 0 88.89%

9⽉月11⽇日 48(46) 36 2 82.61%

9⽉月4⽇日 48(46) 41 0 88.89%

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

❖ 卓話
「クラブ協議会」

国際ロータリー第2780地区第9Gガバナー補佐
鈴鈴⽊木 　悌介様

 　今年年のRI会⻑⾧長の⽥田中作次さんのお話、来週こ
ちらにお連れをする2780地区の菅原さんのお話
を少し復復習も兼ねましてお話をさせていただき
ます。そして後に第9グループでこんなことを取
り組み始めましたというお話をしたいと思いま
す。まず今年年はご案内の通り国際ロータリーの
会⻑⾧長は⽇日本⼈人としては30年年ぶり3⼈人⽬目の⽥田中作次
さんであります。
 　⽥田中さんは貧しい新潟でお⽣生まれになって、

集団就職で上野にて丁稚奉公みたいなことをされながら夜間の⾼高校を出
て紙の商売をされ、今では⽇日本で指折りの紙の会社を経営されている⽅方
だと伺っております。その⽅方がおっしゃっているのは、⾃自分がロータリ
ーに出会わなかったら⾃自分の⼈人⽣生は全く違ったものになっていただろう
という⾔言葉葉です。どういうことかというと、⾃自分がロータリーに出会わ
なかったら⾃自分の世界は⾮非常に狭い世界であったと、⾃自分の会社、⾃自分
の取引先、⾃自分の競争相⼿手、世界中⾊色々な所へ旅⾏行行には⾏行行ったけれど観
光旅⾏行行でしか⾏行行ったことが無かった。ロータリーに⼊入ったお蔭で⾃自分の
世界が広がって物の考え⽅方が⼤大きく変わったとおっしゃっております。
改めまして私はロータリーの⼒力力の⼤大きさ、ロータリーであることの意味
を⽇日本⼈人の⽥田中さんが国際ロータリーの会⻑⾧長をされているということを
うまく私たちがロータリアンであることをもう⼀一度度考えるきっかけにし
て頂ければなと思いました。ですので「奉仕を通じて 　平和を」という
⾔言葉葉をかみしめて⾏行行きたいなと思っております。そしてその⾔言葉葉を受け
て、私たちの2780地区の菅原ガバナーがスタートをきって1年年間⾛走り始
めたのです。
 　菅原さんのお⼈人なりについては来週来ますのでそこで確認していただ
ければ分かると思います。菅原ガバナーが再三再四、私や他のガバナー
補佐に⾔言っていることは、とにかくクラブが基本だと、地区は⾊色々⾔言っ
ているがそれはクラブを活性化するための仕組みであり、ルールである
わけだからとにかくクラブが基本なのだという話をしております。
 　国際ロータリーの⻑⾧長期の戦略略の中で3つの柱があります。「クラブのサ
ポートと強化」まさにこれがクラブが基本だというところであります。
「⼈人道的奉仕の重点化と増加」「公共イメージと認知度度の向上」という3
つの戦略略計画があり、2780地区で⾔言えば3年年⽬目の年年で完成をしなければ
ならないということで菅原ガバナーは10の重点項⽬目を掲げております。
①RI会⻑⾧長テーマ及び強調事項の推進
②クラブ研修リーダー及びクラブ研修委員会の充実、地区も国際ロ
ータリーも物事が単年年度度では終わらなくなっているというか、
⾊色々な意味でロータリーは単年年度度制を超えて物事を考えて動いて
いかないと本来の果たすべき役割が果たせなくなっているという
状況があります。そうした中で中⻑⾧長期的に考えて⾏行行く事が必要な
中でこのクラブ研修リーダーやクラブ研修委員会の役割が⼤大変必
要になってきておりますし、特に会員増強・維持という中で、会
員が楽しくクラブに参加できるよう基本的な情報もきちっと与え
ていくという中でクラブの研修委員会が⼤大切切だと⾔言っておりま
す。
③会員増強・維持 　会員を2700名の⽬目標、ガバナーが2つの事を⾔言
っております。クラブがあくまでも基本だということと、もう⼀一
つはクラブの活性化のためには会員の増強が不不可⽋欠だということ
をおっしゃっております。新しい⾎血が⼊入ってこないとクラブとい
うのは活性化しないとつねづね申しております。皆様も⾊色々な企
業、団体の⻑⾧長でいらっしゃると思いますが、どういう組織でも新
しい⾎血を⼊入れていかないと活⼒力力がなくなっていきます。特にロー
タリーは年年齢制限がありませんので⾃自然減をしていくのが当たり
前の組織です。ですので新しい⾎血をいれていかないとだんだん⼒力力

が無くなっていってしまいます。今年年は無謀と⾔言われております
が各クラブ5名を⽬目標に掲げてやっていただきたいと思います。 　
④ロータリー財団、次年年度度夢計画の為の推進。このことは⾮非常に
複雑に思えてしまいますが私もここでずっと勉強させていただく
中で頭の中で整理理がついた事がひとつあります。ロータリー財団
というのは、クラブの中では寄付を集めることになってしまって
いるのが現実です。集めたお⾦金金をどう使うのというのが今までな
かったのが事実だと思います。しかしどう使うのかというのがク
ラブの財団委員会の仕事の後半戦という認識識が必要です。そのた
めに未来の夢計画というのがあるのです。ロータリー財団はお⾦金金
を集めてどう運⽤用するのか、そして未来の夢計画というのはどう
使うんだ、使い⽅方の話というふうに頭の中を塗り替えていただく
と少し理理解するのかなと思います。
⑤3年年後の奉仕活動推進の為、⼀一⼈人当たり200＄以上の⽬目標
⑥⽶米⼭山奨学⽣生30名確保の為、⼀一⼈人当たり2万円以上の⽬目標
⑦新世代の育成ローターアクト、インターアクトの新クラブ設⽴立立、
特にこれをガバナーが強く申しております。最近ローターアクト
も勢いがなくなっている現状です。ローターアクトも地区では4つ
になってしまいました。インターアクトも地区の中で10クラブで
す。提唱クラブを増やしていきたいという思いがあるのです。
⑧第2780地区のネットワークとブランドの確⽴立立、これはRIの戦略略計
画の「公共イメージと認知度度の向上」を受けたお話です。もう少
しロータリーをアピールしていかないと⾊色々な輪輪が広がっていか
ないねという中できちっとPRしていこうということです。
⑨東⽇日本⼤大震災復復興への⽀支援
⑩地区・クラブ役員が18ヶ⽉月活動できる環境づくりの確⽴立立、こちら
も前回お話をさせていただきましたが、ロータリーも単年年度度では
なかなか成果がでない状況になっておりますので、7⽉月のスタート
の時にどうしようかと考えても遅いので、少なくても半年年前から
準備をしておかないといけないということで半年年前の6ヶ⽉月前から
動いていかないと実が実らないということです。

 　この10の⽅方針を受けて第9グループでは重点的にやっていこうと考え
ていることがあります。
①会員増強・維持、先ほど申
し上げたとおり会員減少に
⻭歯⽌止めがかからない状況で
すが、具体的なアクション
をとっていただきたいなと
思っております。例例えば若若
い世代の会員に⼊入ってもら
うためにネックとなる⾼高い
会費をクラブの中で決め事
をしていただければ、例例えば年年齢を決めて35歳までは会費を半分
で良良いなどできます。あるクラブで⼤大変成功しているのは、3ヶ
⽉月、半年年間など体験⼊入会していただき、来る⼈人は必ず⼊入るそうで
す。そのように他のクラブでやっていることを参考にしていただ
けたら良良いと思います。
②ロータリー財団・未来の夢計画、財団の新しい補助⾦金金の仕組みが
移⾏行行の時期になって今年年が最後の年年で来年年から新しい仕組みにい
くのです。各クラブ勉強をして単独だと⼤大変なので第9グループと
してまとまって何か出来ないかと今考えております。それと合わ
せて被災地復復興⽀支援というテーマをいただいておりますので財団
の補助⾦金金をうまく組み合わせて取り組めないかと考えておりま
す。会⻑⾧長幹事会の中で各
クラブの会⻑⾧長さんとお話
をさせていただきながら
進めて参りたいと思いま
す。そんなことで第9グル
ープはこのことを重点的
に進めていきたいと思い
ます。

❖ 卓話の様⼦子


