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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1778回）

会場：⼩小⽥田原卸センター内会議室
⽇日時：2012年年12⽉月11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
第９グループガバナー補佐 　 鈴鈴⽊木   悌介様・ＩＭ実⾏行行委員⻑⾧長 　
伊藤   伸之様…来る1⽉月23⽇日のIMのご挨拶に参上いたしまし
た。楽しくためになるIMにいたしたいと思います。皆様の御
参加をお願い申し上げます。ありがとうございます。
井上  敦久様…いつもお世話になります。

✴結婚記念念⽇日
⽥田代  博信さん…結婚記念念⽇日を祝っていただきありがとうござ
います。たしか48回⽬目だと思います。

✴その他
⽊木村  頼弘・柳柳井  渉・久保⽥田  知⼦子・須藤  公司・⼩小楠  雅昭さ
ん…12⽉月1⽇日のアクトでの忘年年会の３次会での残⾦金金です。
（少々ですが）ちなみに記憶がないです（⼩小楠）
清  康夫さん…11⽉月30⽇日に5⼈人グループ（河野・⽊木村・剱持・
須藤・清）に会⻑⾧長・幹事・副幹事の出席を頂き、本⾳音で話が
出来、とても勉強になりました。5⼈人組リーダーとして
少々。
中村  維孝さん…弊社グループ会社“ヘネクス”の製品が付録で
付いた書籍「疲れ取り⾸首ウォーマー」が全国の書店で発売に
なりました。⾒見見かけたら買ってね。
須賀  俊和さん…⽋欠席が続いてご迷惑おかけ致しました。フィ
リピンとタイに出張してきました。元気をもらって帰国しま
した。⽇日本がとっても⼼心配です。
⽊木村  頼弘さん…12⽉月1⽇日、ローターアクトの忘年年会がありま
した。当クラブから⼩小嶋会⻑⾧長をはじめ14名の⽅方にご参加いた
だきました。おかげをもって盛⼤大かつ楽しい会になりました
事、お礼申しあげます。ありがとうございました。

会員数：48名

例例会報告：2012年年12⽉月11⽇日（晴れ）第1778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「我等の⽣生業」
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(⼩小嶋会⻑⾧長)
卓話:  ⼩小川勝久様(⼩小⽥田原RC会⻑⾧長)
 　 　 　（株）ハイ・テック代表取締役
「⻘青少年年交換学⽣生について」

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】

12⽉月18⽇日  忘年年家族会 　例例会17:30 　パーティー18:10~∼
担当:  親睦活動(R家族)委員会
会場:  ベルジュール⼩小⽥田原
Performer「LONDON TRIO｣
左から小田原出身のバイオリンスト碓井志帆さん、リチャー
ド・スタッグさん（尺八）、トーマス・キャロルさん（チェ
リスト）、松村美智子さん（ピアノ）。

12⽉月25⽇日  休会

1⽉月8⽇日  新年年例例会 　17:30~∼18:00    登録：17:00~∼
                      懇親会 　 　18:10~∼20:00
会場  ：  河⿅鹿鹿荘 　 　会費：10000円
担当:  会場監督・親睦活動委員会

1⽉月15⽇日  クラブ協議会(RC) 　12:30
担当:  執⾏行行部
「中間決算」

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

-‐‑‒2012年年12⽉月-‐‑‒

‣12⽇日(⽔水)  ⼩小⽥田原北北  報徳会館  12:30
「卓話:草⼭山弘道様(秦野中RC)/地区財団補助⾦金金推進委員⻑⾧長」

 　 　 　 　    ⼩小⽥田原城北北RAC  マロニエ204  19:30
「卓話:新会員の⽻羽⽣生さんのイニシエーション・スピーチ」

‣13⽇日(⽊木)  ⼩小⽥田原中  ⼤大磯プリンスホテル  18:00  M.U.受付なし
「年年末会員家族親睦会」

‣14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・リビング代表取締役｣

 　 　 　 　  ⾜足柄  いこいの村あしがら  18:30  M.U.受付なし
「クリスマス家族親睦夜間例例会」

‣17⽇日(⽉月)  ⼩小⽥田原  報徳会館  12:30
「  クラブ協議会／半期中間報告」

‣18⽇日(⽕火)  箱根  宮ノ下富⼠士屋ホテル  18:00  M.U.受付なし
「クリスマス家族会」

‣19⽇日(⽔水)  ⼩小⽥田原北北  湯本富⼠士屋ホテル  M.U.受付なし
「クリスマス例例会」

‣20⽇日(⽊木)  ⼩小⽥田原中  報徳会館  12:30
「クラブフォーラム/半期報告・委員会報告」

‣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：伊藤伸之会員/伊藤屋旅館社⻑⾧長｣

 　 　 　 　  ⾜足柄  おんりーゆー  12:30  
｢卓話｣

‣24⽇日(⽉月)  ⼩小⽥田原  休⽇日休会
‣25⽇日(⽕火)  箱根  年年末特別休会
‣26⽇日(⽔水)  ⼩小⽥田原北北  報徳会館  12:30

「会員卓話/⼩小野隆夫会員・伊東昌彦会員」

‣27⽇日(⽊木)  ⼩小⽥田原中  特別休会
‣28⽇日(⾦金金)  湯河原  特別休会
 　 　 　 　 　    ⾜足柄  定款による休会

⼤大⽊木 　清委員

ニコニコ箱 累計 目標

12月11日分 18,000 502,500 1,300,000

⽥田代 　博信さん（12⽉月8⽇日）

❖ 奥様誕⽣生⽇日

　　相応しい会員をご紹介ください！

R A C
会員募集中

❖ ビジター
鈴鈴⽊木 　悌介様（第9グループガバナー補佐・⼩小⽥田原北北ＲＣ）
伊藤 　伸之様（ＩＭ実⾏行行委員⻑⾧長・湯河原ＲＣ）
井上 　敦久様（⼩小⽥田原ＲＣ）

❖ 結婚記念念⽇日

内⼭山 　修⼀一さん（12⽉月5⽇日）
⽯石内 　ひとみさん（12⽉月7⽇日）

寄稿
井上寛君がロータリーバッチを外した。私は近年年こんなに淋淋しい思
いをした事はない。平成2年年4⽉月5⽇日に、渡会敏明さんのスポンサー
で⼩小⽥田原城北北ＲＣに⼊入会され、以来22年年間のロータリー活動の中で
2010〜～11年年ガバナー補佐をはじめ、2005〜～06年年クラブ会⻑⾧長を務め
（クラブ30周年年）数々の地区、クラブの要職をこなし、ロータリア
ンとして誰からも認める真のロータリアンでした。彼に影響を受け
た同志は私だけではないと思います。これから先“ガバナーも”と私
は思う時もありました。それ程ロータリーを理理解し、勉強していた
会員はあまり⾒見見かけませんでした。ロータリーは年年齢制限がありま
せん。ロータリーが彼を必要としています。井上君がバッチを外す
⼀一⾝身上の都合を早く解決し、またバッチをつけ仲間に⼀一⽇日も早く
⼊入ってくれる事を願うばかりです。井上君の家業の益々の繁栄を祈
ると共に、私は彼の姿を常に⾝身近に置き、共に職業奉仕を⼤大切切に、
ロータリーを真剣に受け⽌止め、奉仕活動を⼼心掛けたいと思います。  

河野 　秀雄

http://www.odawarajhrc.jp
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「政治とロータリー」
⼩小嶋  章司 　会⻑⾧長

 　ロータリアンが個⼈人として政治的な信条を持つことは⾃自由であ
るし、またロータリアンが個⼈人として信じている信条を政治的な
⾏行行動に表現することも⾃自由である。
 　憲法が保障している信条あるいは政治的⾏行行動の⾃自由は、何⼈人と
いえどもおかすことの出来ない、我々の基本的な権利利である。そ
れと同時に、個⼈人の集まりであるところのロータリークラブに、
政治家を呼んできて、その講演を聴くことも時としては必要なこ
とである。
 　我々が、ロータリーの内外を問わず、機会を求めて政治家の話
を聞き、我々の政治的信念念を固めていくことは現在の⺠民主政治の
上から当然のことと考える。そういう意味で、ロータリーで政治
の話を聞くことは推奨されている。
 　しかし、もう⼀一歩こえて、ロータリークラブとして、ある特定
の政党や特定の⼈人物を⽀支援したり、後援をする具体的な⾏行行動をと
ることは許されることではない。特定の政党に所属している⼈人
を、ロータリーの例例会の場で応援演説をしたり、クラブとして⽀支
援者を新聞や週報に掲載したり、クラブとして街頭で応援したり
することなどは禁じられている。
 　政治の場にロータリークラブが⼊入り込むことは、ロータリアン
の個⼈人の政治的信条をおかすことになり、ひいてはお互いの親睦
に⽀支障を来すと考えられるため、ロータリーがこのような⽴立立場を
とることはごく⾃自然なことである。

ドント⽅方式 　ベルギーの学者ドントが考えた議席割り当てのため
の計算式です。

例例）議席数10において、A党の得票数が1500、B党が700、C党
が300、D党が200獲得したときの例例 　

A党 B党 C党 D党

÷１ 1500（1） 700（3） 300（7） 200

÷２ 750（2） 350（6） 150 100

÷３ 500（4） 233（10） 100

÷４ 375（5） 175

÷５ 300（7）

÷６ 250（9）

÷７ 214

商の⼤大きいものから順に議席数10までが当選となる。まず⼀一番⼤大
きい1500のA党が1議席。次にA党の÷2とB党の÷1で⽐比較すると
A党の÷2が⼤大きいので、A党が2議席。次にB党÷が1議席。この
ように進め、B党÷3の233で全10議席が確定する。
最終的にはA党が6議席、B党が3議席、C党が1議席、D党は議席
無しとなる。上の例例で、仮に定数が７だった場合は、7議席⽬目をA
党がとるか、C党がとるかは⽇日本ではくじで決める。

❖ 出席報告

【⽋欠  席  者】 　7名
 　 　⻄西 　寛、須藤  公司、⽯石橋  徹、⼩小林林  和彦、上⽥田  博和、
 　 　⼀一⼨寸⽊木  信雄、⽊木村  頼弘
【今回MU】 　  1名
 　 　⽊木村  頼弘（12/1 　⼩小⽥田原城北北RAC）
【前回MU】        増加なし
【前々回MU】  増加なし

例例会報告：2012年年12⽉月4⽇日（⾬雨）第1777回通常例例会

柳井 渉　委員

久保⽥田  知⼦子 　幹事

1)井上   寛会員より退会届けが出され、11
⽉月末⽇日で受理理されました。
我がクラブのロータリー細則により10年年以
上で円満退会されましたので、記念念品を届
けさせて頂きます。
2)国際ロータリー2780地区2015〜～2016
年年のガバナーノミニーに茅ヶ崎ロータリー
クラブの⽥田中健三会員が確定されました。

❖ 幹事報告

出席報告 会員数 出席 M.U 出席率率率

12⽉月11⽇日 48(47) 40 1 87.23%

12⽉月4⽇日 48(46) 39 0 84.78%

11⽉月27⽇日 49(47) 36 0 83.33%

❖ 会⻑⾧長挨拶 ❖ 「年年次総会」

•アルストロメリア
•ソリダスター
•スプレーカーネーション
アルストロメリア  の花⾔言葉葉は、
「未来への憧れ」「機敏」
ソリダスター  の花⾔言葉葉は、
「振り向いてください」
スプレーカーネーション  の花⾔言葉葉は、「集団美」「感動」

❖ Table  Flower

❖ 委員会報告
親睦活動委員会・・・⼩小川 　和夫  委員⻑⾧長

新年年会のご案内ですが、1⽉月8⽇日（⽕火）河⿅鹿鹿荘にて例例会が17時30分
〜～18時、懇親会が18時15分〜～20時まで⾏行行います。12⽉月11⽇日までに
出⽋欠席をお願いいたします。

議⻑⾧長・・・⼩小嶋  章司  会⻑⾧長

「第1号議案・・・年年次総会採決⽅方法の件」
細則第５条第１節によりまして、年年次総会
において次年年度度会⻑⾧長、次年年度度役員及び理理事
の選挙を⾏行行わなければならない。
細則第３条１節―（a）指名委員会は会⻑⾧長お
よび直近の４名の会⻑⾧長により構成され、委
員⻑⾧長には現会⻑⾧長が就任するものとする。委
員会は設けるように決定された⽇日から１週
間以内に会合し、出席委員の過半数の賛成
により指名を決め、指定された例例会におい

て発表するものとする。
「第2号議案・・・次々年年度度会⻑⾧長承認の件」
指名委員⻑⾧長、⼩小嶋より発表、承認を受ける。
次々年年度度の会⻑⾧長に齋藤永君を指名委員会としては指名いたします。
「第3号議案・・・次年年度度理理事・役員承認の件」
露露⽊木清勝エレクトより2013〜～14年年度度の⼩小⽥田原城北北ロータリークラブの
理理事が発表されました。

次年年度度理理事役員（⼀一覧参照）

齋藤  永  会⻑⾧長エレクト

ただ今ご承認を頂きました齋藤   永で
す。何分経験はまだ浅いのですけれど1
年年間勉強して参りますので、今後ともよ
ろしくお願い申し上げます。

露露⽊木  清勝  次年年度度会⻑⾧長

先程鈴鈴⽊木ガバナー補佐も⾔言っておら
れましたが、来年年度度からロータリー
財団の「未来の夢計画」というかた
ちで新しい補助⾦金金制度度がスタートす
るということで、ひとつはロータ
リー新しい区切切りの年年になっていく
のかなと思っております。今年年の菅
原ガバナーもおっしゃられています
が、18か⽉月を1年年と⾔言っておりま
す。そんなことで来年年度度の地区の⽅方は動き出しているようですし、第9
グループも2⽉月から会⻑⾧長・幹事会が始まるというお話はいただいており
ます。そんなことで、⼩小嶋年年度度も残っておりますが年年が明けてから次年年
度度が動き出します。皆さんのご協⼒力力を頂きながら素晴らしい年年度度にして
いきたいと思いますので、よろしくお願いします。

須賀  俊和  次年年度度副会⻑⾧長

私も初めての経験ですので何をして
良良いのかわかりませんが、とにかく
執⾏行行部で会⻑⾧長を助けて1年年間頑張って
いきたいと思います。また皆さんに
もご協⼒力力頂かなければこの⼤大役も務
めることは出来ませんのでよろしく
お願い致します。来年年、再来年年とだ
んだん⽇日本の景気も厳しくなってく

ると思います。しかしロータリーの例例会だけは楽しい例例会にしたいとい
う思いで⼀一杯です。どうぞよろしくお願いします。

⾦金金⼭山  慶昭  次年年度度幹事

まだ幹事について勉強不不⾜足ではありま
すが、来年年の2⽉月位から始まっていき
ますのでそれまでに幹事という事を勉
強していきたいと思っております。ま
ずは会⻑⾧長をサポートしながら、執⾏行行部
や理理事とまた会員の皆様との間に起ち
まして⼩小⽥田原城北北ロータリークラブが
楽しくスムーズな運営が出来るような
事を念念頭に置きながら来年年1年年頑張って

いきますので、どうぞよろしくご協⼒力力をお願い致します。

⽊木村  頼弘  次年年度度副幹事

執⾏行行部はとにかく初めてでわかりま
せんが、皆様にご迷惑が掛からない
よう、また会の進⾏行行役ということ
で、会の運営がスムーズにいくよう
⼀一⽣生懸命務めて参りますのでよろし
くお願い致します。

2012～2014小田原城北ロータリークラブ　理事役員

理事 役員

露木　清勝 会　長　　　　露木　清勝

齋藤　永 会長エレクト　齋藤　永

須賀　俊和 副会長　　　　須賀　俊和

金山　慶昭 幹　事　　　　金山　慶昭

大川　久弥 会　計　　　　大川　久弥

小嶋　章司 直前会長　　　小嶋　章司

杉崎　勝成 会場監督　　　杉崎　勝成

石崎　孝 　

柳井　渉 副幹事　　　　木村　頼弘

久保田　知子 会計監査　　　三宅　常公

志澤　昌彦 会計監査　　　大谷　宏


