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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

会員数：48名

　　相応しい会員をご紹介ください！

R A C
会員募集中

例例会報告：2013年年1⽉月15⽇日 　第1781回通常例例会

❖会員誕⽣生⽇日
三宅宅 　常公さん（1⽉月14⽇日）
渡部 　重海さん（1⽉月19⽇日）

❖奥様誕⽣生⽇日

❖ ニコニコ箱

守屋  くみ⼦子さん（1⽉月7⽇日）
鈴鈴⽊木  邦⼦子さん（1⽉月8⽇日）
阿久津  鈴鈴⼦子さん（1⽉月10⽇日）
杉崎  清⼦子さん（1⽉月15⽇日）
⼤大⽊木  秀⼦子さん（1⽉月25⽇日）

⾦金金⼭山  慶昭 　委員

ニコニコ箱 累計 目標

1月15日分 15,000 607,500 1,300,000

✴本⼈人誕⽣生⽇日
渡部 　重海さん…誕⽣生⽇日のお祝いありがとうございます。喜寿
（77才）を向かえました。健康に留留意し皆様と永くお付き合い
していきたいと思います。
✴奥様誕⽣生⽇日
⼤大⽊木 　清さん…妻の誕⽣生祝いをいただきありがとうございま
す。いつもきれいなお花、河野様ありがとう。
鈴鈴⽊木 　友徳さん…リーさん、キムさん良良くいらっしゃいまし
た。家内の誕⽣生⽇日を祝っていただきありがとうございます。
杉崎 　勝成さん…妻への素敵なお花ありがとうございます。⼤大
変喜んでいます。
阿久津 　馨さん…妻の誕⽣生⽇日の御祝いのお花ありがとうござい
ます。少々ですが。
✴その他
⼩小嶋 　 章司さん…ウンさん、キムさんようこそ。キムさんが学
⽣生の時に鴨宮駅で待ち合わせし、例例会場に来る⾞車車の中で将来の
ロータリーの話をしたのがつい先⽇日のような気がします。
河野 　 秀雄さん…元⽶米⼭山奨学⽣生、李李さん⾦金金さん4⼈人のご家族を歓
迎いたします。ロータリーって良良いですね。末永い国際奉仕を
⼤大切切にしたいと思います。
清 　 康夫さん…2⽉月1⽇日より藤沢の湘南台に湘南営業所を開設す
ることになりました。横浜（営）と近いのですが、得意先の要
望も有り。
柳柳井 　 渉さん…①⼟土岐グループの集まりに参加出来なくて申し
訳ありませんでした。次回を楽しみにしています。②昨⽇日、⻑⾧長
⼥女女が無事成⼈人式に参加しました。⾬雨の中で⼤大変でした。
久保⽥田 　 知⼦子さん…⼊入会⽉月ですので、これからもよろしくお願
い致します。
⾦金金⼭山 　 慶昭さん…李李さん、⾦金金さん、ロージンちゃん、エージン
ちゃんようこそいらっしゃいました。今年年も宜しくお願いしま
す。また、今⽉月は⼊入会⽉月です。久保⽥田さんのマネをして。

■ ■ ■ 今 後 の メ ー キ ャ ッ プ 情 報 ■ ■ ■  

-‐‑‒2013年年1⽉月-‐‑‒

‣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｣

‣4⽇日(⽉月)  ⼩小⽥田原  報徳会館  12:30
「  友松  満広会員/雑感・・・」

‣5⽇日(⽕火)  箱根  宮ノ下富⼠士屋ホテル  12:30
「川辺  隆夫会員」

‣6⽇日(⽔水)  ⼩小⽥田原北北  報徳会館  12:30
‣7⽇日(⽊木)  ⼩小⽥田原中  報徳会館  12:30
 　 「安藤  昭様・富⼠士屋ホテル社⻑⾧長/観光業を

 　取り巻く状況と当社経営資源の集中」

‣8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・(有)深澤旅館｣

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

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

「⽥田代  恭⼦子会員」

‣13⽇日(⽔水)  ⼩小⽥田原北北  報徳会館  12:30
‣14⽇日(⽊木)  ⼩小⽥田原中  報徳会館  12:30

「松浦  秀敏会員/⾃自⼰己紹介」

‣15⽇日(⾦金金)  湯河原  ニューウエルシティ湯河原  12:30
｢卓話：佐藤  泰⽂文会員・⻘青⾕谷⼭山福泉寺住職｣

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

本日の例会：通常例会（第1783回）

会場：⼩小⽥田原卸センター内会議室
⽇日時：2013年年1⽉月29⽇日 　12:30〜～13:30
司会：⼤大川  久弥    副幹事

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「それでこそロータリー」
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
「私の10代／鈴鈴⽊木友徳会員・本多純⼆二会員」

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】

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
「⽇日本⼈人の精神性」

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
卓話:永井  壯茂様/⼩小⽥田原市役所経済部管理理監
「報徳の森プロジェクトについて」

2⽉月19⽇日  通常例例会（クラブ・フォーラム）  12:30
担当:  指導者育成委員会
卓話:  ⽯石崎  孝委員⻑⾧長
「私の考えるロータリー」

2⽉月26⽇日  通常例例会  12:30
担当:  プログラム委員会
卓話:  菊地  義雄会員・中村  維孝会員
「私の10代」

❖ゲスト
⾦金金  延倫倫さん
李李  雲⼭山さん
ユウジンちゃん
イエジンちゃん

❖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
⽇日時：2013年年1⽉月23⽇日
内容：  12〜～13年年度度  第15回（通算433回例例会）

【メインプログラム】
「⾼高橋会員イニシエーションスピーチ」
1.少年年期
2.⻘青年年期
3.アルバイト経験
4.趣味・嗜好
5.留留学のきっかけ
6.よく聞かれること
 　Q.最初から英語しゃべれたの？
 　Q.アメリカ⼈人ってどんば感じ？
 　Q.⼈人種差別とかあった？
 　Q.彼⼥女女できた？
7.専攻について
 　ネットワーク
 　3Dグラフィック
 　並列列コンピューティング

http://www.odawarajhrc.jp
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絹⽂文化の継承を願って
⼩小嶋  章司 　会⻑⾧長

皆様「絹弦」きぬげん・ご存じですか? 　
絹で出来た琴の弦です。普通はスチール
弦だそうですが、この絹弦を張った琴の
⾳音（ね）には繊細な響きと明瞭で強い調
べの双⽅方が表れているそうです。残念念な
がら私は聞いたことがありません。絹弦
は、ただの絹の弦ではなく幻の⽷糸「⼩小⽯石
丸」と呼ぶ蚕（かいこ）⽇日本古来の在来
種です。
 　舞い上がる⽻羽根のような絹⽷糸・まさに

天⼥女女の⽻羽⾐衣とも⾔言われています。現在⽇日本の絹物は⼤大半が外国
産です。国産でもハイブリッド（交雑種）の蚕です。普通絹織
物の縦⽷糸の数は3600本です。これに対して「⼩小⽯石丸」は7700
本と⾔言われています。
11⽉月2⽇日に「⼤大⽇日本蚕⽷糸会」の創⽴立立記念念式典がありました。こ
のいかめしい同会の名前は創⽴立立が120年年前の明治25年年と聞けば
得⼼心がゆきます。
 　明治期から戦後まで蚕⽷糸絹業は⽇日本の主要な輸出産業であり
続け、皇室も早くから奨励しました。昭憲皇太后が始めた養蚕
は歴代の皇后に引き継がれ、今の皇后様も皇居内の紅葉葉⼭山御養
蚕所で熱⼼心に蚕を育てられています。同会の総裁にも代々皇族
が就かれてきました。式典であいさつに⽴立立った常陸陸宮様は「特
にこの20年年間は苦しい経済環境にありましたが蚕⽷糸絹業・絹⽂文
化が益々発展することを⼼心から願っています」と述べられまし
た。40年年ほど前には、25万⼾戸を数えた養蚕農家はたった1000
⼾戸あまりに激減しましたが、養蚕から製品化まですべて国内で
⾏行行う和服の新ブランド開発などの努⼒力力が続いています。
 　伝統を守り新たな挑戦を続ける⼈人々の笑顔に、未来への希望
を感じました。

❖ 出席報告

久保⽥田  知⼦子 　幹事
1)23⽇日にIMがありますので22⽇日の例例会はご
ざいませんので、お間違えのないようお願い
致します。出⽋欠席は今週中に事務局まで連絡
してください。
2)後期会費の納⼊入を今⽉月末までにお願いしま
す。

❖ 幹事報告❖ 会⻑⾧長挨拶

❖ Table  Flower

❖ 委員会報告
ロータリー財団増進委員会・・・守屋 　善男委員
皆さんご存知の通り、当クラブでは毎年年ガバナー⽅方針を達成してお
ります。今年年度度も是⾮非100％達成したいということで、皆様⽅方の⼼心
成るご理理解を頂きまして再来週より集めさせていただきますのでよ
ろしくお願い申し上げます。200ドルの達成ということでロータリ
ーレートにて1⼈人7,000円をご集⾦金金させていただきます。

⽶米⼭山学友・・・杉崎 　勝成委員
私達有志でウンさん、キムさんの歓迎会を今夜⾏行行いたいと思いま
す。時間は18時より、場所はトラットリアにて⾏行行います。御都合の
つく⽅方は是⾮非ご出席ください。
⾦金金 　 延倫倫さん…皆さんこんにちは、新年年明けましておめでとうござ
います。私達家族は皆さんのお蔭で元気です。
李李 　 雲⼭山さん…皆さんこんにちは、私が⽶米⼭山奨学⽣生として⼩小⽥田原城
北北クラブと縁が出来てもう16年年になりました。スポンサーの河野さ
んと鈴鈴⽊木友徳さんから⾊色々と⾯面倒を⾒見見て頂きいつも感謝しておりま
す。その間2⼈人の⼦子供が出来、⼤大きくなったのですがひとつ変わら
ないことは、私たちが1年年に1度度⽇日本に来るたびに温かく迎えてくれ
る皆さんの笑顔と⼼心です。それには私達家族は⼼心から感謝しており
ます。私たちはこれからも仕事も勉強ももっと頑張っていきますの
で応援してください。
ユウジンちゃん…1年年ぶりに⽇日本に来て本当にうれしいです。私は
今年年５年年⽣生になります。低学年年の時とは違って勉強することも⼀一杯
あるし、忙しくなりました。しかし私たちを愛し、応援してくださ
る皆さんがいらっしゃるのでもっと頑張るつもりです。去年年は⿃鳥取
砂丘と広島に⾏行行って楽しい経験をしました。今回は北北海道に⾏行行って
雪をたくさん⾒見見たいです。そして味噌ラーメンとカニを⾷食べて雪を
⾒見見ながらアイスクリームを⾷食べてみるつもりです。私達家族は1年年
に1度度⽇日本に来るのをいつも楽しみにしています。それは私たちを
孫のように可愛がってくださる皆さんがいらっしゃるからです。今
年年も皆さん病気しないでご健康でいらして下さい。
イエジンちゃん…私は今年年1年年⽣生になります。⼩小学校に⼊入ると友達
をたくさんつくりたいです。私は⽇日本に来るのが⼤大好きです。よろ
しくお願いします。

安藤 　克⼰己委員⻑⾧長

1月15日
【欠 席 者】　9名
　　上田 博和、小林 和彦、西 寛、太田 忠、石橋 徹、木村 啓滋
　　内山 修一、一寸木 信雄、石内 正彦
【今回MU】　0名
【前回MU】 増加無し
【前々回MU】 増加無し

出席報告 会員数 出席 M.U 出席率

1月23日 49(43) 23 4 62.79%

1月15日 49(45) 36 0 80%

1月8日 49(47) 43 1 95.74%

12月18日 48(46) 37 0 80.43%

1月23日
【欠 席 者】　20名
　　鈴木 進、河野 秀雄、守屋 善男、西 寛、中村 維孝、
　　田代 博信、中野 明、杉崎 勝成、太田 忠、石内 正彦、
　　須賀 俊和、齋藤 永、辻村 彰秀、柳井 渉、大川 誠
【今回MU】　4名
　　中野 明（1/21GSE)
　　柳井 渉（1/23小田原城北RAC）
　　杉崎 勝成（1/13米山）
　　須藤 公司（1/9小田原城北RAC）
【前回MU】　 増加無し
【前々回MU】1名増
　　小林 和彦（1/23小田原城北RAC）

・アネモネ
・スイトピー
・マトリカリヤ

アネモネの花⾔言葉葉
「紫：あなたを信じて待つ」
「⽩白：真実・真⼼心」
マトリカリヤの花⾔言葉葉
「集う喜び・楽しみ・寛容」

中間決算報告・・・柳柳井 　渉会計
会計の柳柳井会員より中間決算報告がなされま
した。

地区報告
⽶米⼭山学友・・・杉崎 　勝成会員
 　 最初は2か⽉月に1回位の委員会かなと思っ
ていたのですが、なんと準備を⼊入れて委員会
だけでも13回やっており、事業が主なものでも13回あるというこ
とです。
⽶米⼭山の⼀一番⼤大事な役⽬目と申しますと、奨学⽣生が卒業して⽴立立派な社
会⼈人になりました時に、⽇日本と国との架け橋をして頂くというの
が⼀一番の主旨です。私の⾏行行っている地区の事業を発表したいと思
います。まず7⽉月に学友会グリーンキャンペンの協⼒力力ということ
で、江の島⼀一帯の海岸清掃をさせられました。しかしその後は楽
しいバーベキュウをしました。そして8⽉月から10⽉月は10⽉月の⽶米⼭山
⽉月間に合わせてセミナーが数多く設けられます。全クラブへご要
望に合わせて⽶米⼭山奨学⽣生をお⼀一⼈人、お⼀一⼈人選んで各クラブに割り
当てて私達委員会でやるということです。10⽉月は奨学⽣生と1泊研
修旅⾏行行というのがあります。今回は⽶米⼭山記念念館に全奨学⽣生を連れ
てって、⽶米⼭山を⾒見見学してから研修を⾊色々とさせていただきまし
た。そして11⽉月は⽶米⼭山奨学資格試験の検討ということで、この
2780地区の各学校へ募集要項を出したものに対し送られてきたレ
ポートを全て検討するということです。そして⾯面接試験がこの1⽉月
にあります。12⽉月には⽶米⼭山学友国際交流流会への協⼒力力ということ
で、今年年は１⽉月に⾏行行いました。これは奨学⽣生が各国のお国⾃自慢の
料料理理を作り、各クラブの来られた⽅方、カウンセラーをして頂いた
⽅方々、地区の関係各位の皆様⽅方に御馳⾛走していただけるというよ
うなことです。そしてこの13⽇日の⽇日曜⽇日に⾯面接試験があり、今回
は53名募集してそのうち20名。基本的に次年年度度は25名の採⽤用を
します。これからはオリエンテーションとか地区協とか、まだま
だ事業の⽅方はあるのではないのかなと思っております。⼤大変な委
員会ですが頑張ってやっておりますので、是⾮非よろしくお願いし
たいと思います。

新世代奉仕（ローターアクト）・・・⽊木村 　頼弘会員
 　 私もアクトに関わって2年年半が経ちます。2年年半も彼らといると
アクトに対する思い⼊入れ、彼らを何とか助けてあげなければなら
ないという意気込みが強くなってきまして、皆さんにご無理理を⾔言
い、ご迷惑をお掛けしている点があると思います。
 　 この2年年半2780地区のローターアクトを取り巻く環境というの
は、全くと⾔言って良良いほど変わっておりません。変わっていない
というのは良良い意味での変化が無いという事ではなく、問題が全
く解決されていないという意味です。私も地区に出向して最低年年6
回、相模原、鎌倉、横須賀の⽅方⾯面に出向いております。地区の役
員は14名で構成されまして、ガバナー以外はほとんど出席されて
います。14名もおりますので、アクトの提唱クラブでない委員会
の⽅方数名おります。そういった中⾊色々と討議されるのですが、
中々解決という委員会ではないので、アクトを交えて意⾒見見交換を
しなければいけない委員会です。アクトを交えての意⾒見見交換の中
で、⾊色々な話し合いがもたれるわけですが、議論論の中で私達ロー
タリークラブとローターアクトの関わり⽅方というものが不不可⽋欠に
なってきます。今⽇日は地区のアクトの私たちに対する声を3つほど
皆様にお聞かせしたいと思います。「ロータリークラブとの距離離
が遠いということです。距離離が遠いということは私たちの活動が
ロータリークラブの⽅方々に認識識されていない、会員増強の⼀一つの

窓⼝口がふさがれてしまっている。活動の幅を⼤大きく出来ないなど
ロータリークラブにご⽀支援を頂いているのにも関わらず、パイプ
が限りなく細くなっている。」「社会への認知度度の低さです。社
会に認識識されていないということは、組織⾃自体の存在がないとい
うことです。すなわち社会奉仕活動が⾜足りないという事です。そ
のためにもロータリークラブの多くの⽅方々と活動が出来れば組織
も社会に知られ、さらに⼤大きな社会奉仕活動のチャンスが増える
のではないでしょうか。」「ローターアクトクラブは、定款から
例例会形態まで全てロータリークラブの影響を受けております。ロ
ータリークラブと密接な関係を保ちながら活動しております。そ
んな中ロータリークラブ中にはローターアクトクラブを、⾦金金⾷食い
⾍虫だの、役⽴立立たずだと称してさげすむ意⾒見見も出ている。ローター
アクトの⽅方に問題点がある場合は論論外だが、単にロータリークラ
ブ側の予算の削減で休会させられたり、会員減少の理理由で組織の
消滅を促されてもローターアクトクラブ側には抵抗するすべがな
い。この事態を救えるのはロータリークラブ内にいるロータリア
ンである。設⽴立立まだ間もないローターアクトの提唱ロータリーク
ラブなら設⽴立立時の情熱を覚えていて⼒力力になってくれる⽅方も多い
が、古いローターアクトになれば、そうした当時を知る⼈人も少な
くなっている。そこで頼りになるのは歴代ローターアクト委員⻑⾧長
とローターアクトの実情を知る⼈人が頼みの綱となる。ローターア
クトにとって貴重な⼈人たちであるが少数派であろう。ローターア
クトを潰さず活性化に熱を⼊入れられるロータリアンの⽅方が少なく
なっている。」といった地区のアクトの私たちに対する要望の⼀一
つです。ぜひ彼らの気持ちを汲んで頂きたいと思います。先週も
アクトの例例会に私も出席しましたが、彼らが⾔言っていました。
「⼈人が集まれば⼒力力が⽣生まれる。多くの⼈人が集まれば、もっと多く
の⼒力力が⽣生まれる。」当クラブのアクトは今年年10名になりました。
彼らは着々と会員を増やして⼒力力を蓄えていると思います。ぜひ彼
らの意気込みを無駄にしないよう、少しでも気持ちがある⽅方がい
らしたらアクトの⽅方に顔を出して頂きたいと思います。

例例会報告：2013年年1⽉月15⽇日 　第1781回通常例例会
❖クラブ協議会


