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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1771回）

会場：⼩小⽥田原卸センター内会議室
⽇日時：2012年年10⽉月16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
加藤  勇様（平塚北北ＲＣ）…本⽇日はＪＵＤＹの卓話よろしくお願い致
します。
✴会員誕⽣生⽇日
⼤大川  誠さん…誕⽣生⽇日のお祝いありがとうございます。昨⽇日は牧島か
れんさんのソフトボール⼤大会で⾃自分の指導しているチームが⼥女女⼦子は
優勝、男⼦子は残念念ながら準優勝でした。声を出しすぎて喉が痛いで
す。
✴結婚記念念⽇日
⼀一⼨寸⽊木  信雄さん…結婚記念念⽇日のお祝いありがとうございます。
✴奥様誕⽣生⽇日
本多 　 純⼆二さん…家内の誕⽣生祝いありがとうございます。⼜又、ここ
で少し“あめ”を与えておかないと！！
太⽥田 　忠さん…⼥女女房の誕⽣生⽇日祝いありがとうございます。
✴その他
⼟土岐  博也さん…いろいろお祝いやらご⼼心配やらありがとう。どっこ
いがんばってます。
⼩小嶋  章司さん…加藤先輩、本⽇日はよろしく御願い致します。⽩白井が
⽣生きていたら喜ぶと思います。⽩白井に報告はしときます。
杉崎  勝成さん…平塚北北ロータリークラブ加藤様、お忙しい中を当ク
ラブの為においで頂きまして有り難うございます。⼜又、学友のシュ
ーさんの卓話楽しみにしています。皆様最後までご清聴宜しくお願
い致します。
⽯石内   正彦さん…10⽉月6、7⽇日に私が⽒氏⼦子総代をしております成⽥田三
島神社の祭礼が⾏行行われました。宵宮は天気予報が悪かったですが、
⾬雨も降降らず盛⼤大に奉納演芸会ができました。7⽇日は天気予報ではそ
うそうに⽌止む予定の⾬雨が午前中降降り続きましたが、午後には上がり
無事神輿の宮⼊入が出来ました。宵宮に来て頂いた太⽥田さん、地域に
事業所がある須賀さん中村さん、神輿の担ぎ⼿手で来て頂いた⼩小嶋会
⻑⾧長の弟さんと神明神社の皆さん。いつもありがとうございます。
須賀  俊和さん…来週は岩⼿手県へ出張の為お休みさせて頂きます。委
員会の皆様にはご迷惑おかけします。
⼩小林林  和彦さん…先⽇日は亡き⽗父のお通夜・告別式に多くの⽅方々に御参
列列いただき誠にありがとうございました。
来週は仕事の都合でお休みさせていただきます。
⾦金金⼭山  慶昭さん…⼀一昨⽇日、孫が⽣生まれました。3,700ｇと⼤大きな男の
⼦子でした。将来が楽しみです。

会員数：48名

例例会報告：2012年年10⽉月9⽇日（晴れ）第1770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:  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
「ハイテクとハイタッチでつなぐ〜～地域活性化
に向けて〜～」

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】

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

10⽉月30⽇日  通常例例会(RC) 　12:30
担当:  指導者育成委員会
卓話:  杉本榮次様地区職業奉仕委員会委員/秦野RC
「未定」

11⽉月6⽇日  通常例例会(RC) 　12:30
担当:  プログラム委員会
卓話:  押⽥田  洋⼆二様/⾜足柄史談会会⻑⾧長

「明治35年年⼩小⽥田原⼤大海〜～⾼高波の恐怖を伝える絵巻」

11⽉月13⽇日  通常例例会    12:30  
担当:  プログラム委員会
卓話:  ⽯石渡絵理理弁護⼠士様
 　 　  
「⼥女女性弁護⼠士の今」

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

-‐‑‒2012年年10⽉月-‐‑‒

‣17⽇日(⽔水)  ⼩小⽥田原北北  報徳会館  12:30  
「⽶米⼭山⽉月間卓話：王單冬(オウタントウ)様／出⾝身:中国｣

‣18⽇日(⽊木)  ⼩小⽥田原中  報徳会館  12:30
「卓話：加藤憲⼀一⼩小⽥田原市⻑⾧長/これからの⼩小⽥田原について」

‣19⽇日(⾦金金)  湯河原  ニューウエルシティ湯河原  12:30
「卓話：⾼高杉尚男会員/㈱エス・シー・リビング社⻑⾧長｣

 　 　 　 　  ⾜足柄  おんりーゆー  12:30  
「  河野クラブ管理理運営委員⻑⾧長/演題：職業奉仕について」

‣22⽇日(⽉月)  ⼩小⽥田原  報徳会館  12:30
「卓話:  ⿑齊藤洋⼦子様/特別養護⽼老老⼈人ホームたちばなの⾥里里施設⻑⾧長」

‣23⽇日(⽕火)  箱根  宮ノ下富⼠士屋ホテル  12:30
「卓話：  鈴鈴⽊木茂男会員/㈱ホテル南⾵風荘社⻑⾧長」

‣24⽇日(⽔水)  ⼩小⽥田原北北  休会
‣25⽇日(⽊木)  ⼩小⽥田原中  報徳会館  17:30

「卓話：ガバナー補佐公式訪問」

‣26⽇日(⾦金金)  湯河原  ニューウエルシティ湯河原  12:30
「卓話：⾼高知尾朝⾏行行会員/㈱京栄商事 　⻘青巒荘社⻑⾧長｣

 　 　 　 　  ⾜足柄  おんりーゆー  12:30  
「地区広報委員による卓話」

‣28⽇日(⽇日)  ⼩小⽥田原城北北RAC  13:00~∼16:00  淵野辺公園
会費:晴天時無し・⾬雨天は3000円(ボーリング予定)
「相模原＆⼩小⽥田原ＲＣ合同例例会(運動会)」

‣29⽇日(⽉月)  ⼩小⽥田原  報徳会館  12:30
「卓話:  新会員⾃自⼰己紹介・職業紹介」

‣30⽇日(⽕火)  箱根  特別休会
‣31⽇日(⽔水)  ⼩小⽥田原北北  報徳会館  12:30

「卓話：  江成健⼀一会員・伊東昌彦会員」

-‐‑‒2012年年11⽉月-‐‑‒

‣1⽇日(⽊木)  ⼩小⽥田原中  報徳会館  12:30
「卓話：クラブフォーラム/地区⼤大会の報告」

‣2⽇日(⾦金金)  湯河原  ニューウエルシティ湯河原  12:30
｢卓話：深澤昌光会員/深澤旅館取締役｣

 　 　 　 　  ⾜足柄  おんりーゆー  12:30  
「担当委員会による卓話」

⾦金金⼭山 　慶昭  委員

ニコニコ箱 累計 目標

10月9日分 37,000 342,500 1,300,000

❖ ビジター
加藤 　勇  様（平塚北北RC）

❖ 会員誕⽣生⽇日

⼀一⼨寸⽊木 　信雄さん（10⽉月10⽇日）
⼟土岐 　博也さん（10⽉月13⽇日）

Memo

❖ 結婚記念念⽇日

⼤大川 　誠さん（10⽉月10⽇日）
露露⽊木 　清勝さん（10⽉月13⽇日）

本多 　清美さん（10⽉月12⽇日）
太⽥田 　知栄⼦子さん（10⽉月14⽇日）

❖ 奥様誕⽣生⽇日

http://www.odawarajhrc.jp
http://www.odawarajhrc.jp
mailto:info@odawarajhrc.jp
mailto:info@odawarajhrc.jp


「ロータアクトについて」
⼩小嶋  章司  会⻑⾧長

 　今年年度度が始まった7⽉月が旧暦で⽂文⽉月（ふ
みづき）8⽉月が葉葉⽉月（はづき）9⽉月が⻑⾧長⽉月
（ながづき）そして、今⽉月10⽉月は神無⽉月・
皆様ご存じの通り⽇日本中の神々が出雲へ集
まり1年年の計画や縁談の話をするとか? 　そ
れ故に神様がいない⽉月神無⽉月と⾔言われてい
ますが出雲の⼈人たちは10⽉月を「神在⽉月」と
⾔言っているのは知っていたのです10⽉月に
「神在⽉月」と印刷されてたカレンダーが出

雲の居酒屋にかけてあったとなにかで読みました。ほんとうかなー
と思いました。
 　同時に本⽇日神無⽉月の話をさせてもらいたかつたので、それならた
めそうとおもい昨⽇日出雲へ⾏行行ってきました。⼩小⽥田原を6時15分の
「ひかり493」で岡⼭山まで⾏行行き岡⼭山から特急やくもで出雲までいき
ました。遠いですね。また出雲⼤大社に⾏行行くのにすごい⼈人でさすが神
様が集まる⽉月だなーと思ったらなんと出雲駅伝の⽇日だったんです
ね。
 　出雲⼤大社の⼤大⿃鳥居の前からスタートしました。私は「神在⽉月」の
カレンダーを探しました
がどこにもありません。
しかし、いろいろなこと
がわかりました。まづ
「神在⽉月」は出雲だけと
思っていたら全国に出雲
以外⼀一カ所だけ「神在
⽉月」がありました。どこ
だとおもいますか? 　⻑⾧長
野県の諏訪⼤大社だそうで
す。理理由も教えて頂きました。ひとつは諏訪⼤大社の祭神「諏訪明
神」があまりにも体が⼤大きかったためそれに驚いた出雲に集まった
神々が気遣って「諏訪明神に限ってわざわざ出雲に出向かわなくて
も良良い」という説と、⻯竜に化⾝身した諏訪明神が出雲に出向き⻯竜の頭
が出雲についたときしっぽがまだ諏訪の下社の松にあったので出雲
にこなくて良良い・今でも下社にはその松があるそうです。
 　また、祭神（さいじん）が出向いてしまってその地域を鎮護（ち
んご）するものがいなくなるということから「留留守神」と呼ばれる
神をつくった。⼀一般には留留守神はえびす神があてられ10⽉月にえび
す溝などの⾏行行事を⾏行行っている地⽅方があるそうです。最後の最後に出
雲⼤大社の宮司にカレンダーの話をしたらありました。明年年に控えた
「⼤大遷宮」だいせんぐう、と島根県古事記編纂（へんさん）1300
年年を記念念して造ったカレンダーを頂ました。
 　宮司はロータリアンの友⼈人がたくさんいるそうでお⾦金金をとらず無
料料でいいですと⾔言ってくれました。
※遷宮とは、神社本殿の造営・修理理のために神体を異異なる本殿に移
すこと
※編纂とは、多くの⽂文献を集めそれに基づいて新しく記述した書
物。

❖ 出席報告

【⽋欠  席  者】 　5名
 　 　露露⽊木  清勝、⽯石橋 　徹、上⽥田  博和、⼩小楠  雅昭、内⼭山  修⼀一
【今回MU】 　  1名
 　 　露露⽊木  清勝（10/4 　⼩小⽥田原中RC）
【前回MU】  増加無し
【前々回MU】  増加無し 　 　

例例会報告：2012年年10⽉月9⽇日（晴れ）第1770回通常例例会

村瀬 雅實　委員

久保⽥田 　知⼦子 　幹事

1)当会員の⼩小林林家に会の慶弔規定に基づい
てお届けさせて頂きました。⼼心よりご冥福
をお祈りいたします。
2)第⼀一信⽤用組合の理理事⻑⾧長の椎野さんが90周
年年の講演会にぜひお越し頂きたいというこ
とでお願いに伺いたいという依頼がござい
ました。

3)10⽉月21⽇日の地区⼤大会出⽋欠席を本⽇日最終で意思表⽰示をお願いし
たいと思います。

❖ 幹事報告

出席報告 会員数 出席 M.U 出席率率率

10⽉月9⽇日 48(47) 42 1 91.49%

10⽉月2⽇日 48(47) 41 0 87.23%

9⽉月25⽇日 48(45) 37 2 86.67%

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
「⽶米⼭山学友」

蕭淑麗麗麗麗  様(シウ・ソックリ―)
通称「judy（ジュディ）」

 　始めまして、今⽇日は招いていただいて
ありがとうございます。私は2007年年の
⽶米⼭山奨学⾦金金の奨学⽣生として平塚北北RCの
お世話になりました。私のカウンセラー
は加藤さんで、すごく良良いカウンセラー
なので今でもお付き合いをさせていただ
いております。今私は東京⼯工業⼤大学⼤大学
院の⽣生命理理⼯工学研究科、⽣生体分⼦子機能⼯工
学専攻博⼠士課程を勉強しています。もし
論論⽂文がうまく出れば来年年の3⽉月に卒業す

る予定です。私の所属している研究室は、再⽣生医療療の基礎研究をし
おります。つまりノーベル賞を受賞した⼭山中先⽣生と分野が⼀一緒で
す。研究室は肝臓と⼼心臓の研究をしています。私のテーマはiPSと少
し違うのですが、でも万能性は同じなのでES細胞を使って、ES細胞
から神経細胞への分解誘導因⼦子の探索索とES細胞内の神経細胞におけ
る新特性の機能解析ということです。近年年、細胞組織、臓器などの
再⽣生医療療とか細胞医療療が世界中で話題になっております。そこで
様々な細胞へ分解する能⼒力力及び、⾼高い増殖能⼒力力を有するES細胞を⽤用
いての技術は注⽬目されています。私のやっている再⽣生医療療分野で⾯面
⽩白い結果を出したのは、先程⾔言った⼭山中先⽣生の京都のグループで、
iPS由来の卵卵⼦子を作成成功して⾚赤ちゃんのマウスが出産できるという
良良いニュースが報道されました。これは間違いなく再⽣生医療療の分野
にはすごい⼤大きな⼀一歩を踏み出したことです。iPSにタンパク質を投
⼊入することによって、卵卵⼦子まで分解させました。そこでメスのマウ
スの卵卵巣に培養して体外受精をさせて再び卵卵巣を戻して⾚赤ちゃんを
産ませます。この成功率率率は⾮非常に低いですがＥＳ細胞使うよりiPSの
⽅方が確率率率は⾼高くすごく良良い結果がでました。不不妊治療療とかの可能性
がみられてきました。
 　⼭山中先⽣生がノーベル賞を貰ったことは私にはすごくうれしく、同
じ分野をやっている
⼈人間としては、⾃自分
がやっている研究が
認められたというこ
とがすごくうれしく
まだ興奮していま
す。再⽣生医療療は⼤大変
⾯面⽩白い分野なので、
もし機会があれば記
事とか読んでいただ
ければありがたいで
す。私はマレーシアのクアラルンプールという所で⽣生まれました。
私の漢字の名前は淑麗麗と書きます。実はしとやかで綺麗麗に育つよう
にとお⽗父さんがつけてくれました。私はお姉さんとお兄さんがおり
末っ⼦子として⽣生まれました。私が⽇日本に来たのは⾼高校を卒業して19
歳の時に来ました。19年年間過ごしたマレーシアはすごく好きなの
で、もしチャンスがあったら遊びに来て下さい。
 　マレーシアを簡単に紹介すると、マレーシアは東南アジアに位置
し、マレー半島とボルネオ北北部を領領域しています。私が住んでいる
所はマレー半島のクラルンプールです。マレーシアの⼈人⼝口は約2700
万⼈人で主に3つの⺠民族に分かれています。マレー系は⼤大体6割で中華

系は3割でインド系は1割で占めています。⾔言語的にはマレー語が国
語で英語は国際公⽤用語でタミル語と中国語は⺟母国語としてありま
す。私は中国系なのでマレー語と英語と中国語が話すことが出来ま
す。マレーシアの⺠民族も3つあるのでお正⽉月も4回あります。
 　⽇日本という国を始めて知ったのは、私が幼稚園の時にいとこが⽇日
本に留留学に⾏行行きました。そしていつも戻ってくる時に⾊色々な⽇日本の
おもちゃとか⽇日本の事を教えてくれてだんだん興味を持っていき、
⾼高校を卒業して⽇日本の⽇日本語学校で勉強し、神奈奈川⼤大学に進学しま
した。⾼高校の時もずっと吹奏楽部でフルートをやっていました。神
⼤大は吹奏楽でも⽇日本⼀一というところで⾳音楽もあきらめたくなかった
ので神⼤大に進学しましたが、授業を受けるキャンパスは湘南平塚キ
ャンパスで練習する場所は⽩白楽の⽅方にあるキャンパスなので、あま
りにも遠く離離れているので続けることを断念念しましたが、平塚の市
⺠民オーケストラに参加しました。
 　私が⽶米⼭山奨学⾦金金に出会ったのは学部3年年の後半です。⼀一番⽬目を引
いたのは⾦金金額でした。⾦金金額が留留学⽣生にとって⼤大きな⾦金金額なので、ダ
メもとで申し込んでみました。合格を貰った時には本当にうれしく
て家の中で叫んでしまいました。オリエンテーションで加藤さんと
初めて会い、すごく優しいおじさんというのが第⼀一印象でした。
 　そして私の学業や気持ちを優先してくれて感謝しております。ま
た卒業式でお⺟母さんが来ておりました。そこでも加藤さんが⾊色々招
待してくてれ本当にうれしかったです。私は加藤さんがカウンセラ
ーになってくれて⽶米⼭山奨学⽣生としても本当に最⾼高だと思っていま
す。最後に⼀一つうれしくて誇りと思った出来事を皆に分けあいたい
と思っております。
 　実は先週の10⽉月1⽇日から5⽇日までマレーシアの国王様が国賓として
来⽇日しておりました。10⽉月4⽇日に国王様と帝国ホテルにて晩餐会を
参加しました。初めて国王様と握⼿手をして会話をしたのですが、本
当にうれしすぎてうまくしゃべれませんでした。国王様は⼤大体80才
になって、皆と握⼿手するときもずっと⽴立立ったままで、笑顔も絶やさ
なかったので、本当に国⺠民を⼤大事にしている気持ちが伝わってきて
こういう国王様がマレーシアにいて良良かったと思いました。マレー
シア⼈人としても私の誇りです。マレーシアは本当に良良い国で物価も
安いのでぜひ遊びに来て下さい。

•カンガルーポー
•ガーベラ
•クジャク草
•スプレーカーネーション

われもこう（吾⽊木⾹香）の花⾔言葉葉
は「可憐憐な⼈人」「飾り気のない
⼈人」「⼀一⽬目ぼれ」「悲し
み」

クジャクソウはキク科の1.2年年草。原産地は北北アメリカ。季節
は5〜～10⽉月。花の⾊色は、紅、紫、⻘青、⽩白。

【記事掲載】
http://hanakotoba-‐‑‒labo.com/8ku-‐‑‒kujyakusou.htm

❖ Table  Flower

加藤 　勇  様（平塚北北RC）

http://hanakotoba-labo.com/8ku-kujyakusou.htm
http://hanakotoba-labo.com/8ku-kujyakusou.htm

