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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1793回）
会場：⼩小⽥田原卸センター内会議室
⽇日時：2013年年4⽉月9⽇日 　12:30〜～13:30
司会：⼤大川  久弥    副幹事

✴会員誕⽣生⽇日
⼩小川  和夫さん…お誕⽣生⽇日、結婚記念念⽇日の記念念品有難うございます。
✴創⽴立立記念念⽇日
執⾏行行部⼀一同…本⽇日は創⽴立立記念念例例会です。温故知新の精神をもって
よろしくお願いいたします。設営を担当した委員会の皆様ありが
とうございます。
会場監督⼀一同…創⽴立立○○周年年おめでとうございます。本年年度度も残
すこと3か⽉月になりましたが、会場監督⼀一同ガンバッテ⾏行行きます。
親睦委員会⼀一同…本⽇日は創⽴立立総会です。春の⾬雨でモヤモヤした天
気ですが、気持だけでも晴れ晴れと宴を楽しんでいただければと
思います。
渡部  重海・⼤大⽊木 　清さん…創⽴立立記念念⽇日の夜間例例会をお祝い申し上
げます。
⽯石崎  孝さん…創⽴立立記念念例例会おめでとうございます。38期を向かえ
たのですか。
⽥田代  博信・太⽥田 　忠・本⽥田  純⼆二さん…創⽴立立記念念例例会おめでとうご
ざいます。城北北ＲＣのますますの発展を祈念念します。
杉崎  勝成・辻村 　彰秀・柳柳井  渉さん…本⽇日創⽴立立記念念例例会おめでと
う御座います。これから8もクラブの繁栄をお祈りします。
⼤大⾕谷  宏さん…我がクラブの創⽴立立記念念例例会です。確か満38年年だと思
います。クラブの繁栄を祈念念いたしますとともに、皆様のご多幸
をお祈りいたします。
露露⽊木  清勝会⻑⾧長エレクト・⾦金金⼭山  慶昭次年年度度幹事…⼩小林林様のお話をお
聞きし、また創⽴立立記念念例例会を楽しみたいと思います。
須賀  俊和さん…移動例例会設営ご苦労様です。
✴その他
⼩小林林   泰⼆二さん…本⽇日は卓話を仰せつかりました。宜しくお願いし
ます。
鈴鈴⽊木  進さん…37年年間過ぎて今⽇日まで皆様のご友情で過ごす事がで
きました。感謝の気持ちをニコニコへ。少々ですが。
河野  秀樹さん…この春5⼈人の孫達の1⼈人が⼤大学⽣生になりました。無
事に成⻑⾧長してくれることを祈ります。
＊報告いたします。チョーショウさんが⼥女女の⼦子を出産しました。
⼜又リーワンチ君は5か⽉月だそうです。2⼈人の幸せを祈ります。
上⽥田   博和さん…2か⽉月お休みさせて頂き申し訳ございませんでし
た。本⽇日よりどうぞ宜しくお願い致します。

会員数：49名

例例会報告：2013年年4⽉月2⽇日（晴れ）第1792回年年夜間移動例例会

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
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:  ⼩小嶋  章司会⻑⾧長
卓話:  ⽚片⼭山  清宏様／松下政経塾第31期⽣生
「未定」

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】

4⽉月16⽇日  通常例例会  12:30（クラブ・フォーラム）
担当:  指導者育成委員会
卓話:  ⽯石崎  孝委員⻑⾧長・河野  秀雄委員
「ロータリーの職業奉仕について」

4⽉月23⽇日  通常例例会  12:30（クラブ協議
会）
担当:  次年年度度執⾏行行部
卓話:  地区協議会出席者
「地区協議会報告」

4⽉月30⽇日  休会

5⽉月7⽇日  通常例例会  12:30
担当:  プログラム委員会
卓話:  ⻄西  寛会員・露露⽊木  清勝会員
「私の１０代」

■ ■ ■ 今 後 の メ ー キ ャ ッ プ 情 報 ■ ■ ■  

-‐‑‒2013年年４⽉月-‐‑‒

‣10⽇日(⽔水)  ⼩小⽥田原北北  報徳会館  12:30
「卓話:退会者挨拶」

‣11⽇日(⽊木)  ⼩小⽥田原中  報徳会館  12:30
｢卓話:⼆二神  典⼦子(ロータリーの友事務所編集⻑⾧長)/未定」

‣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:クラブ協議会｣

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

‣15⽇日(⽉月)  ⼩小⽥田原  すずひろ  18:00  M.U.受付なし
｢ロータリー家族親睦委員会」

‣16⽇日(⽕火)  箱根  宮ノ下富⼠士屋ホテル  12:30
「卓話:未定」

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

‣18⽇日(⽊木)  ⼩小⽥田原中  報徳会館  12:30
｢卓話:椎野  武会員/振り込み詐欺の現状について」

‣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:会員卓話｣

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

‣22⽇日(⽉月)  ⼩小⽥田原  報徳会館  12:30
｢卓話:地区協参加者報告／クラブ・協議会」

‣23⽇日(⽕火)  箱根  宮ノ下富⼠士屋ホテル  12:30
「卓話:未定」

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

‣25⽇日(⽊木)  ⼩小⽥田原中  報徳会館  12:30
｢卓話:クラブ研修について/クラブ・フォーラム」

‣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:会員卓話｣

 　 　 　 　  ⾜足柄  報徳会館  18:30  M.U.受付なし
｢創⽴立立記念念家族親睦夜間例例会｣  

【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  

❖ ニコニコ箱
剱持  悟委員

ニコニコ箱 累計 目標

4月2日分 42,000 786,040 1,300,000

❖ 連続皆出席
本多 　純⼆二さん（26年年）
⽯石崎 　孝さん（22年年）
杉崎 　勝成さん（21年年）

❖ ゲスト
第2780地区 　第9グループ 　ガバナー補佐
鈴鈴⽊木 　悌介様
GSEメンバー
Janice  Walston
Matt  Amante
Drew  Pippin
Ericca  Starling
Marsha  Nicold  Thomas

❖ ⻑⾧長寿会員表彰
鈴鈴⽊木 　進さん

❖ GSE（2013年年4⽉月2⽇日 　創⽴立立記念念例例会にて）

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


「創⽴立立例例会」
⼩小嶋  章司  会⻑⾧長

⼩小⽥田原城北北ロータリークラブが出来たのが
1975年年（昭和51年年）4⽉月2⽇日（⾦金金曜⽇日）で
す。創⽴立立当時は創⽴立立例例会を開催していたよう
です。⼩小⽥田原の（だるま）で夜間例例会として
開催していたようです。
 　また、5年年連続出席の表彰もしていたようで
⼩小林林泰⼆二さんの名前がありました。当時最年年
⻑⾧長者が70才で多分明治⽣生まれの宮⽥田さんだと
思います。

当時の世界・⽇日本では、⽇日本の⾸首相が三⽊木武夫さんで河野洋平さ
んが新⾃自由クラブを結成したのもこの年年です。
流流⾏行行語に「記憶にございません」⿅鹿鹿児島で⽇日本初の五つ⼦子ちゃん
が誕⽣生しました。ルーマニアのコマネチ選⼿手が史上初の10点満点
をとりました。円は1ドル360円・⼤大卒の平均初任給が9万円だっ
たそうです。
国際ロータリー第2780地区としては東京RCから1927年年9⽉月に横
浜RCに1954年年10⽉月に⼩小⽥田原RCに1966年年6⽉月に⼩小⽥田原北北RCそし
て1975年年4⽉月⼩小⽥田原城北北RCが誕⽣生しました。

❖ 出席報告

【⽋欠  席  者】 　7名
 　 　菊地  義雄、⼩小林林  和彦、⾼高橋  哲也、守屋  善男、
 　 　⽊木村  頼広、⽯石橋  徹、⽯石内  正彦
【今回MU】 　  2名
 　 　⼩小林林  和彦    （3/20 　⼩小⽥田原城北北RAC）
 　 　⽊木村  頼広    （3/20 　⼩小⽥田原城北北RAC）
【前回MU】      1名増 　⽊木村  啓滋（2/27 　⼩小⽥田原北北RC）
【前々回MU】  増加なし

例例会報告：2013年年4⽉月2⽇日（晴れ）第1792回年年夜間移動例例会

村瀬　雅實委員

久保⽥田  知⼦子 　幹事
1)⽥田代会員から出席免除届が出されております
ので、定款に基づき条件を満たしておりますの
で受理理させて頂きました。
2)事務局に新しいパソコンが⼊入りました。但し
今調整中ですので皆様に少しご迷惑をお掛けす
るかも知れませんがよろしくお願い致します。
3)⽇日本ボーイスカウト神奈奈川連盟⼩小⽥田原地区ボ

ーイスカウト活動に対しまして、3万円を⽀支援することになりまし
たのでご承知していただけたらと思います。
4)神奈奈川フィルハーモニー管弦楽団のブルーダル基⾦金金コンサート
「⼿手をつなごうロータリーアンファミリー」ということで4⽉月15⽇日
に神奈奈川県⺠民ホールにて演奏会があります。チケットは1万円で販
売しておりますので、ご希望の⽅方はよろしくお願い致します。

❖ 幹事報告

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

出席報告 会員数 出席 M.U 出席率

4月2日 49(46) 39 2 89.13%

3月26日 49(46) 34 0 76.09%

3月19日 49(47) 41 0 83.67%

⼩小林林 　泰⼆二会員
 　城北北RCが⽣生まれた経緯というのは、⼩小⽥田原
北北RCが1966年年に⽣生まれてちょうどその10年年
に10周年年記念念事業として新クラブを創ろうと
いう事で⽣生まれたのが⼩小⽥田原城北北RCです。
 　しかし創ろうよといっておいそれと出来る
わけではなく、創る場合にはスポンサーの⼩小
⽥田原北北クラブから特別代表、拡⼤大委員⻑⾧長がい
らっしゃり、特別代表には井上嘉⼈人さん、拡
⼤大委員⻑⾧長は⼭山崎秀也さんに決まり、2⼈人が中
⼼心となって新クラブ会員の選考をしました。
76年年の1⽉月位から私にも声がかかりました。

 　当時、神奈奈川県は359地区という名称で1地区でした。城北北が⽣生ま
れた当時のガバナーは、横浜RCの上野豊さんでありました。今現在
は第9グループといっておりますが、これもその当時は第8分区といっ
ており、ガバナー補佐という名称も分区代理理でした。この分区という
のは⽬目まぐるしく変わりまして、出来た時は第8分区でしたが、1983
年年〜～1989年年は第13分区、1989年年〜～2003年年までは第9分区、そして
2003年年〜～現在は第9グループとなっております。
 　神奈奈川県が2つの地区に分かれたのは1989年年で、私がちょうど会⻑⾧長
をやっていた時であります。この時は地区の名称も259地区と278地
区ということで、0がまだ付いていませんでした。そして1991年年に
2780地区というようになりました。
 　誕⽣生につきましては、2⽉月4⽇日に新会員予定者が10名程決まり、北北
クラブの例例会にゲストとして招待されました。その後2⽉月18⽇日に楽趣
⾥里里すずひろに18名の会員予定者が集まり、協議会・懇親会が⾏行行われ
⾊色々な事が決まりました。
 　新クラブはスポンサークラブよりメンバーの移籍はしない。創⽴立立は
4⽉月2⽇日にしよう。クラブ名は⾊色々と出ました。候補として⻄西湘RC、
⼩小⽥田原⾜足柄RCなどが出ましたが、⼭山屋整形外科の院⻑⾧長が⼩小⽥田原城北北
RCはどうだろうと提案され、それは良良いなということで⼩小⽥田原城北北
RCに決まりました。そして例例会⽇日も現在は⽕火曜⽇日ですが、発⾜足当時
は⾦金金曜⽇日でした。例例会場は現在と同じ卸センターですが、発⾜足当時は
2階の会議場を使っておりました。⼊入会⾦金金は3万円。その後2⽉月25⽇日に
新クラブ結成説明会というのを報徳会館で⾏行行われました。3⽉月３⽇日に
新クラブ設⽴立立準備会、最後に3⽉月10⽇日に新クラブ会員予定者会議と
いうのが⼩小⽥田原商⼯工会館であり、その時に理理事、役員、委員会分担
案を決め、設⽴立立総会の次第を検討しました。
 　そしていよいよ1976年年の4⽉月2⽇日に、⼩小⽥田原卸商業団地会館2階の
会議室にて創⽴立立総会が開かれました。上野ガバナーをはじめ多数の御
来賓もいらしていただきましたし、スポンサークラブの⼩小⽥田原北北クラ
ブからは全員登録をいただきました。そして⼩小⽥田原城北北ロータリーク
ラブが誕⽣生しました。そして1週間後の4⽉月9⽇日に第1回の例例会が開か
れました。その時点ではまだ国際ロータリーの⽅方に加盟申請はしてお
りましたが、OKが出ておりませんでしたので、仮⼩小⽥田原城北北RCとい
う名称でした。その時に堀内会⻑⾧長が点鐘の後話された事が⼤大変印象に
残っております「これから⻑⾧長く続く⼩小⽥田原城北北RCの例例会が、この点
鐘で始まるかと思うと感無量量でした。」というふうに感想を述べてお
られました。創⽴立立当時の会員数が25名でしたが、6⽉月の期末には31名
になっておりました。
 　チャーターメンバーについてですが、創⽴立立総会時に在籍した会員を
チャーターメンンバーと呼ぶのですが、国際ロータリーに加盟を申請
した際に、会員名簿を国際ロータリーの⽅方へ送られます。その会員名
簿に載っていた⼈人がチャーターメンバーということでした。ですから
OKが出たのが5⽉月8⽇日ですので、その間は会員の募集もしてはいけな
いということですので、5⽉月8⽇日を過ぎてから6⼈人の⽅方がお⼊入りになっ
たということです。
 　ちなみに⼩小⽥田原城北北RCは⽇日本のロータリークラブとしては1315番
⽬目です。1番は東京RC，横浜は6番⽬目です。この辺では⼩小⽥田原が144
番、湯河原502番、箱根510番、⼩小⽥田原北北734番で城北北より後に出来
た⼩小⽥田原中が1485番、⾜足柄が1901番でございます。そして認証状伝
達式というのが11⽉月13⽇日に決まりましたので、⼿手分けをして近隣隣の
RCにPRに⾏行行ったのを憶えております。その当⽇日、会場は⼤大井町の第
⼀一⽣生命の体育館で⾏行行われました。その当時の事を少しお話致します。
現在ビジターというのは少なくなりましたが、当時は最低4名、最⾼高

で20名位来られたこともありました。ビジター費は1200円でした。
ポールハリスフェローも1ドル360円でしたので堀内会⻑⾧長は36万円払
ったのです。私も270円の時でしたので、27万円払いました。
 　ゴルフコンペも北北クラブと合同で⾏行行われていました。出席率率率も良良
く、第1期は13回の例例会がありましたが100％例例会が4回もありまし
た。当クラブはやらなかったのですが、当時野球⼤大会があり、甲⼦子園
の社⻑⾧長がロータリアンであったため1⽇日解放してくれて⾏行行われていま
した。
 　会報も現在では毎週出されていますが、1期⽬目ありませんでした。
そして2期⽬目になってやっと⽉月報という形で出されました。週報にな
ったのは5、6年年でなったのだと思います。あの頃は皆で結構⽅方々遊び
に⾏行行きまして、3期⽬目の⼀一⼨寸⽊木会⻑⾧長の時は韓国の慶州RCに⾏行行きまし
た。忘れていることも多いのですが、また何かの機会に⾯面⽩白い話があ
ったらさせて頂きたいと思います。

❖ 夜間例例会（設⽴立立記念念例例会）の様⼦子

❖ 懇親会の様⼦子


