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【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

本⽇日の例例会：通常例例会（第1781回）

会場：⼩小⽥田原卸センター
⽇日時：2013年年1⽉月15⽇日 　12:30〜～13:30
司会：  ⼤大川  久弥    副幹事

ニコニコ箱 累計 目標

12月18日分 32,000 534,500 1,300,000

1月8日分 58,000 592,500 1,300,000

例例会報告：2012年年12⽉月18⽇日（  第1779回移動例例会）  ＆ 　2013年年1⽉月8⽇日（  第1780回移動例例会） 　

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
⾷食事
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
中間決算・クラブ協議会

13:30 閉会点鐘：⼩小嶋  章司  会⻑⾧長

-‐‑‒2013年年1⽉月-‐‑‒

‣16⽇日(⽔水)  ⼩小⽥田原北北  報徳会館  12:30
「クラブ協議会/中間決算」

‣17⽇日(⽊木)  ⼩小⽥田原中  報徳会館  12:30
「⾃自⼰己紹介」

‣18⽇日(⾦金金)  湯河原  ニューウエルシティ湯河原  12:30
｢卓話：⽯石⽥田浩⼆二会員・㈱フオレスト｣

 　 　 　 　  ⾜足柄  おんりーゆー  12:30
｢ニコニコ箱委員会担当｣

‣23⽇日(⽔水)  ＩＭ  (Intercity  Meeting) 　
「元気な倶楽部による意義ある奉仕活動」
受付14:30~∼15:00
15:00~∼17:15  IM(勉強会)
移動
17:30~∼19:00  懇親会
担当:  ＩＭ実⾏行行委員会
会場:  ニューウエルシティー湯河原

⼩小⽥田原城北北RAC  川東タウンセンターマロニエ 　204号 　
19:30
「⾼高橋会員イニシエーションスピーチ」
‣25⽇日(⾦金金)  ⾜足柄  おんりーゆー  12:30
｢担当：加藤誠⼀一会⻑⾧長｣

‣28⽇日(⽉月)  ⼩小⽥田原  報徳会館  12:30
「  ⽇日本画家・芳澤⼀一夫様/⼩小⽥田原の⽂文化について」

‣29⽇日(⽕火)  箱根  南⾵風荘  18:00  M.U.受付なし
「新年年親睦会」

‣30⽇日(⽔水)  ⼩小⽥田原北北  報徳会館  12:30
「会員卓話」

‣31⽇日(⽊木)  ⼩小⽥田原中  報徳会館  17:30
「クラブフォーラム/クラブ研修について」

-‐‑‒2013年年2⽉月-‐‑‒

‣1⽇日(⾦金金)  湯河原  ニューウエルシティ湯河原  12:30
｢卓話：渡辺久恭会員・㈲アサヒトーヨー住器｣

 　 　 　 　  ⾜足柄  おんりーゆー  12:30
｢会員卓話/⻘青春そして今｣

【今後の例例会・卓話スケジュール】

1⽉月23⽇日(⽔水)  ＩＭ  (Intercity  Meeting) 　
「元気な倶楽部による意義ある奉仕活動」
受付14:30~∼15:00
15:00~∼17:15  IM(勉強会)
移動
17:30~∼19:00  懇親会
担当:  実⾏行行委員/志澤昌彦会員
会場:  ニューウエルシティー湯河原
当クラブの国際奉仕事例の発表/本多純二会員

1⽉月29⽇日  通常例例会  12:30
担当:  プログラム委員会
「私の１０代/鈴鈴⽊木友徳会員・本多純⼆二会員」

2⽉月5⽇日  通常例例会  12:30
担当:  菊地義雄会員
卓話:  ⾼高野聡⼦子様/TOMTOMマネージメントアシスタント
「未定」
2⽉月12⽇日  通常例例会  12:30
担当:  国際交流流/アラリヤプロジェクト
「未定」

❖ニコニコ

今回の会報の内容について
2012年年12⽉月18⽇日の家族例例会と2013年年1⽉月8⽇日の年年初例例会の内
容を合併して掲載しております。

【⼩小⽥田原城北北ロータリー・クラブ】
事務局：〒250-‐‑‒0211 　⼩小⽥田原市⻤⿁鬼柳柳172-‐‑‒9
電 　話：0465-‐‑‒37-‐‑‒1222 　 　FAX：0465-‐‑‒37-‐‑‒7377
URL：http://www.odawarajhrc.jp 　
Mail：info@odawarajhrc.jp
例例会場：⼩小⽥田原卸センター内会議室
創 　⽴立立：1976年年4⽉月2⽇日 　承認：  1976年年5⽉月8⽇日
例例 　会：毎週⽕火曜⽇日 　12:30〜～13:30
クラブ会報委員会
監 　修：久保⽥田  知⼦子
編集⻑⾧長：須賀  俊和
コピーライター：⼤大川 　誠 　
デザイン：⼩小林林  和彦
フィールド：須藤  公司・⼩小楠  雅昭  

会員数：49名

【  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

MEMO

❖新会員紹介

《⼤大川 　裕さん》
⽣生年年⽉月⽇日：昭和39年年10⽉月1⽇日
会社：有限会社⼤大川染洗⼯工場（染洗業）
TEL：0465-‐‑‒35-‐‑‒3822

❖⼩小⽥田原城北北RAC活動報告
会場：川東タウンセンターマロニエ 　204号室
⽇日時：2013年年1⽉月9⽇日
内容：  クラブ奉仕

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


「今この時を⽣生きる」
⼩小嶋 　章司  会⻑⾧長

 　
 　新年年あけましておめでとうございます。今年年もよろしくお願
いいたします。
 　なぜ「今この時」でなくてはならないのでしょうか。昨⽇日は
過ぎ去って⼆二度度と戻ってくることはありません。明⽇日はその時
がくるまで不不確かな未来でしかありません。どちらも私たちの
意志で⾃自由に変えることは出来ません。私たちが思いのままに
⽣生命を燃やせるのは「今この時」をおいて他にないのです。
「今この時を⽣生きる」も、しかし年年を重ね古希に近かずいた頃
から私にとって「今この時を⽣生きる」に微妙な変化が⽣生じてき
たように思われます。どのような変化かと申しますと「今この
時を⽣生きる」という覚悟が「今この時を楽しく⽣生きよう」とい
う思いに変わってきたということです。今を楽しいものにしよ
う・このひとときを楽しもうという思いが強くなってきたので
す。なぜそうなってきたかについても私なりに説明できます。
歳をとるとともに、いらだったり、腹が⽴立立ったりすることがひ
どく少なくなって来たことです。好き嫌いから「嫌い」が⽬目⽴立立
って少なくなったのです。批判や悪⼝口に対しても「ずいぶん変
わった意⾒見見だなー」「おもしろい発想だなー」「⼈人それぞれお
もしろい」と思うようになったのです。本気で⽴立立腹することが
なくなりました。
 　孔⼦子を引き合いにだすのは⼤大変に恐縮ですが孔⼦子も「60にし
て⽿耳順う」境地に達したといっています。この「⽿耳順う」の意
味を世界的な中国⽂文学者の吉川幸次郎郎さんは、「⾃自⼰己と異異なる
説を聞いても反発を感じなくなった」つまり、「それらの説に
もそれぞれ存在理理由があるということを感得するようになっ
た。さらにいいかえれば⼈人間の多様性を認識識しむやみに反発し
ないだけの⼼心の余裕を得た」ということだと解釈しています。
私たちがいらだったり・腹をたてたりするのは、ほとんどの場
合「かたくなの⼼心」によるものです。「あの⼈人は嫌い」「何何
すべきだ」「何々するのが筋だ」などと個⼈人的意⾒見見に固執して
⾃自分と異異なるものを受け⼊入れない「かたくなの⼼心」それが、い
らだちや⽴立立腹を⽣生むのです。他⼈人を理理解できずに拒否してしま
うため⼈人との対⽴立立が絶えません。つまり⼼心のよろいを解かない
限り「今を楽しく⽣生きる」ことなどできないのです。無理理をす
るよりは今の⾃自分に出来ることを精⼀一杯楽しく⾏行行う・そんな
「今」を積んで歳をかさねていけばいいのだと思っています。

❖会⻑⾧長挨拶
⼩小嶋 　章司  会⻑⾧長

 　ロータリーには「ロータリー家族」という⾔言葉葉があります。
私は会⻑⾧長になってこの⾔言葉葉の重さ・尊さ・そして、うれしさを
感じました。
私が⼩小⽥田原城北北ロータリークラブに⼊入れてもらってから65⼈人
の⽅方がやめています。亡くなった13⼈人の⽅方を除いて私は毎年年
年年賀状を出しています。しかし、やめた⼈人からは半分も返事が
きません。でも私は毎年年出し続けていました。
 　今年年会⻑⾧長としての初の年年初例例会7⽉月3⽇日の朝3⼈人のやめた会員
から電話を頂きました。「いよいよスタートだね・頑張ってく
れ・しっかりな」3⼈人とも同じ内容でした。
この3⼈人は年年賀状がこない⼈人でした。
会⻑⾧長になったとたんの励ましの電話、また例例会⽇日⽕火曜⽇日を忘れ
ていないこのことが⼤大変うれしくロータリーの友情を感じまし
た。
 　また、その後も例例会終了了後電話で「今⽇日の話よかったよ」
「ガバーナー訪問無事に終わってよかったね」等電話頂いた
り、本当にロータリーの友情「ロータリー家族」に感謝申し上
げます。
本⽇日は⼗十⼆二分に「ロータリー家族」を楽しんで下さい。

❖出席報告

【欠 席 者】　9名
　　河野 秀雄、須賀 俊和、辻村 彰秀、大川　誠、石橋　徹
　　小林 和彦、須藤 公司、小楠 雅昭、西　 寛
【今回MU】　無し
【前回MU】 増加無し
【前々回MU】 増加無し

例例会報告：2012年年12⽉月18⽇日（曇） 　第1779回移動例例会
会場：ベルジュール⼩小⽥田原
時間：17:30〜～20:10

例例会報告：2013年年1⽉月8⽇日（曇） 　第1780回移動例例会
会場：  ホテル河⿅鹿鹿荘
時間：17:30〜～20:00

❖会⻑⾧長挨拶

❖幹事報告
久保⽥田  知⼦子 　幹事

1)昨年年末の忘年年家族会の決算が承認されました。
2)1⽉月23⽇日（⽔水）15時〜～19時、IMが開催されます。詳細は来週
BOXに⼊入れさせていただきます。

3)1⽉月のロータリーレートは1ドル82円です。
4)⼤大川裕さんの5⼈人グループは本多さんのグループです。委員会は
会場監督、奉仕プロジェクトは国際交流流です。

❖出席報告

【欠 席 者】　4名
　　清　康夫、石橋　徹、小林 和彦、菊地 義雄
【今回MU】　　1名
　清　康夫（1/7小田原RC）
【前回MU・ 前々回MU】 増加無し

久保⽥田 　登志男様

❖ビジター

✴ビジター

久保⽥田  登志男様…皆さん、お元気そうでなによりです。久し
振りに例例会に参加させてもらいます。いつも、⼥女女房がお世話
になっています。⼩小嶋会⻑⾧長のあいさつが楽しみです。

✴その他

執⾏行行部⼀一同…今⽇日は楽しい例例会になりそうです。担当委員会
の皆様、誠にありがとうございます。

会場監督委員会⼀一同…多数のご参加有難うございます。多い
に楽しんで下さい。

親睦活動委員会⼀一同…メリークリスマス、聖なる夜、今宵⼀一
晩クラシックで楽しみましょう。

⼤大⽊木 　清さん…新年年例例会より⼊入会します⼤大川 　裕君を本⽇日⼀一
緒に連れて参りました。皆さんよろしくお願いします。

渡部   重海・守屋   善男さん…クリスマス会楽しみにしていま
した。

⼟土岐  博也・菊地 　義雄さん…お世話さまです。

⽯石崎 　 孝さん…本⽇日の忘年年家族会開催にあたり、関係委員会
の皆様ご苦労様です。

杉崎  勝成さん…親睦委員会の皆様、本⽇日お世話になります。

⽥田代  博信・太⽥田 　忠・⼤大⾕谷 　宏さん…家族忘年年会設営されま
した関係委員会の皆様ご苦労様です。今晩は充分に楽しみた
いと思います。

❖ニコニコ

❖ニコニコ
執⾏行行部⼀一同…旧年年中は会員の皆様には⼤大変お世話になりました。今年年
度度も残り半期となりましたがご指導、ご鞭撻の程宜しくお願い申し上
げます。
会場監督⼀一同…明けましておめでとうございます。今年年もどうぞ宜し
くお願い致します。
親睦委員⼀一同…新年年おめでとうございます。新年年会よろしくお願いし
ます。
プログラム委員会⼀一同…新年年あけましておめでとうございます。新年年
会宜しくお願いします。
会報委員会⼀一同…明けましておめでとうございます。今年年も会報委員
会宜しくお願い致します。また、設営ご苦労様です。
ニコニコ委員会⼀一同…今年年もニコニコ委員会はいつもニコニコ皆様か
らご寄付よろしくお願い申し上げます。
鈴鈴⽊木   友徳さん…あけましておめでとうございます。⽼老老齢ですけど
も、まだまだ若若いものには負けないよ！
⼟土岐 　博也さん…本年年もどうぞよろしく。
⼤大⽊木 　清・本⽥田 　純⼆二さん…本⽇日より⼤大川裕君が⼊入会致します。今後
ともよろしくお引き⽴立立て下さいますようお願い申し上げます。
河野 　秀雄さん…後期もロータリアンでいられることに感謝いたしま
す。よろしくお願いいたします。
渡部 　重海さん…今年年は祝い事が出来ず多くの⽅方に失礼致しました。
守屋 　善男さん…新年年あけましておめでとうございます。家内の誕⽣生
⽇日祝いありがとうございます。花好きな家内は⼤大変喜んでおります。
⼜又河野さんの友情に感謝申し上げます。
中村 　維孝さん…あけましておめでとうございます。良良い年年になりま
すように。
三宅宅 　常公・⽯石崎 　孝さん…新年年明けましておめでとうございます。
おだやかな年年である様願っております。
⽥田代 　博信・太⽥田 　忠さん…新年年明けましておめでとうございます。
本年年もよろしくお願い致します。5⽇日、前会員杉本⽒氏の⻑⾧長⼥女女の結婚式
に⾏行行って来ました。船上で式を⾏行行いました。正⽉月早々お⽬目出た続きで
す。
中野 　明さん…新年年おめでとうございます。元⽶米⼭山奨学⽣生の程彩華さ
んよりメールが届いています。（程 　彩華さん・新年年おめでとうござ
います。本年年も宜しくお願いいたします。皆様にとって、素晴らしい
２０１３年年になりますよう海を隔ててお祈りします。）
杉崎 　勝成・辻村 　彰秀・柳柳井 　渉さん…皆様新年年明けましておめで
とうございます。本年年もよろしく御願いします。
⽯石内 　正彦さん…⼤大川裕さんのご⼊入会おめでとうございます。活躍を
期待しています。
露露⽊木 　清勝さん…あけましておめでとうございます。設営の皆様、⼤大
変お疲れ様です。よろしくお願いします。
⾦金金⼭山 　慶昭さん…新年年あけましておめでとうございます。⼤大川君も⼊入
会おめでとうございます。本年年も宜しくお願いいたします。
⼩小川 　 和夫さん…あけましておめでとうございます。12⽉月24⽇日メル
ボルンへ 　12⽉月28⽇日から1⽉月4⽇日までタスマニア周遊、12⽉月は最⾼高気
温17℃、1⽉月は40℃まで上昇し、各地で⼭山⽕火事が発⽣生。5⽇日前に⽴立立ち
寄ったドウナーレは町が全焼し100⼈人⾏行行⽅方不不明です。
⽊木村 　啓滋さん…本年年もよろしくお願いいたします。

出席報告 会員数 出席 M.U 出席率率率

12⽉月18⽇日 48(46) 37 0 80.43%

12⽉月11⽇日 48(47) 40 1 87.23%

12⽉月4⽇日 48(46) 39 0 84.78%

出席報告 会員数 出席 M.U 出席率率率

1⽉月8⽇日 49(47) 43 1 93.62%

12⽉月18⽇日 48(46) 37 0 80.43%

12⽉月11⽇日 48(47) 40 1 87.23%

安藤 克己　委員長

金山 慶昭　委員

　　相応しい会員をご紹介ください！

R A C
会員募集中


