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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1796回）
会場：⼩小⽥田原卸センター内会議室
⽇日時：2013年年5⽉月7⽇日 　12:30〜～13:30
司会：⼤大川  久弥    副幹事

✴会員誕⽣生⽇日
⽯石内   正彦さん…誕⽣生⽇日のお花ありがとうございます。おかげ様で
⽣生かされた59年年間過ぎました。これからもよろしくお願いします。
✴結婚記念念⽇日
齋藤 　永さん…結婚記念念⽇日のお祝いありがとうございます。

会員数：49名

例例会報告：2013年年4⽉月23⽇日（晴れ）第1795回年年通常例例会

12:30 開会点鐘：⼩小嶋  章司  会⻑⾧長
国歌⻫斉唱
ローターソング⻫斉唱
「奉仕の理理想」
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:  ⻄西  寛会員・露露⽊木  清勝会員
「私の10代」

13:30 閉会点鐘：⼩小嶋  章司  会⻑⾧長

　　相応しい会員をご紹介ください！

R A C
会員募集中

【今後の例例会・卓話スケジュール】

5⽉月14⽇日  移動例例会  12:30 　
担当:  指導者育成委員会
卓話:  施設⾒見見学会
「⼤大相撲五⽉月場所観戦・ちゃんこ
鍋の⼣夕⾷食」

5⽉月21⽇日  通常例例会  12:30
担当:  ⻑⾧長期ビジョン策定委員会
卓話:  杉崎  勝成委員⻑⾧長
「⻑⾧長期ビジョン」

5⽉月28⽇日  通常例例会  12:30
担当:  ⼩小嶋  章司会⻑⾧長
卓話:  河本  親秀様 　⼤大磯RC
 　 　    1996~∼97年年度度パストガバナー
「未定」

6⽉月4⽇日  通常例例会  12:30
担当:  プログラム委員会
卓話:  ⽚片桐 　晃様/さがみ信⽤用⾦金金庫理理事⻑⾧長
「未定」

■ ■ ■ 今 後 の メ ー キ ャ ッ プ 情 報 ■ ■ ■  

-‐‑‒2013年年5⽉月-‐‑‒  

‣8⽇日(⽔水)  ⼩小⽥田原北北  報徳会館  12:30
   ｢卓話:会員卓話｣
                          ⼩小⽥田原城北北RAC  マロニエ201  19:30
   ｢卓話:年年次⼤大会反省省会｣
‣9⽇日(⽊木)  ⼩小⽥田原中  報徳会館  12:30
   ｢卓話:地区協報告/クラブ・フォーラム｣
‣10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
   ｢卓話:会⻑⾧長エレクト｣  
‣13⽇日(⽉月)  ⼩小⽥田原  報徳会館  12:30

  ｢卓話:今後の経済情勢について/
 　 　 　湧井俊雄様(神奈奈川経済同友会)」

‣14⽇日(⽕火)  箱根  宮ノ下富⼠士屋ホテル  12:30
   ｢卓話:会員卓話｣
‣15⽇日(⽔水)  ⼩小⽥田原北北  M.U.受付なし

｢卓話:クラブ研修｣
‣16⽇日(⽊木)  ⼩小⽥田原中  報徳会館  12:30

｢卓話:相模⼈人形に⾒見見る⽇日本の⼈人形の歴史/
 　 　 　⼭山崎敬⼦子(⽟玉川⼤大学芸術学部)｣

‣17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

  ｢卓話:⽶米⼭山奨学委員会｣  
‣19⽇日(⽇日)⼩小⽥田原城北北RAC  ⼩小⽥田原駅周辺  10:00
   ｢ゴミ拾拾い｣
‣20⽇日(⽉月)  ⼩小⽥田原  報徳会館  12:30

  ｢卓話:⽵竹澤政⼦子様/
 　⾒見見番昨今(箱根湯本芸能組合理理事松芳代表)」

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

‣22⽇日(⽔水)  ⼩小⽥田原北北  報徳会館  12:30
   ｢卓話:クラブ協議会｣
‣23⽇日(⽊木)  ⼩小⽥田原中  報徳会館  12:30
   ｢卓話:和⽥田ゆかり様/

 　（株）ブレインスタッフビジネスマナー講師｣
‣24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  休会

  ｢5/26(⽇日)⽔水源の森整備事業へ振替の為休会｣  

【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  

2013年 地区協議会報告（発表順）

❖ ニコニコ箱
⼤大⽊木 　清委員

齋藤 　永さん（4⽉月27⽇日） 　
⽯石橋 　徹さん（5⽉月1⽇日）

❖ 結婚記念念⽇日

ニコニコ箱 累計 目標

4月23日分 7,000 823,040 1,300,000

❖ 会員誕⽣生⽇日
⽯石内 　正彦さん（4⽉月27⽇日）

【続き】⼊入るようになりますので、カードを作って下さいという依
頼がありました。

⽊木村 　啓滋さん
⽶米⼭山奨学部⾨門の⽅方へ⾏行行って参りました。現在⽶米⼭山
奨学⾦金金というのは年年間800⼈人に対して奨学⾦金金を出
しているということで⽇日本の⺠民間での最⼤大の規模
だということです。皆さんの寄付で成り⽴立立ってい
ます。⽶米⼭山の⽬目的は留留学⽣生が⽇日本に来て、その後
留留学⽣生とその祖国との架け橋になっている⼈人に対
する留留学⽣生に奨学⾦金金を⽬目的にしているということ
ですので、崇⾼高な⽬目的で⾏行行っていますので良良く理理

解しまして寄附⾦金金を次年年度度も2万円ということで地区の⽅方から⾔言わ
れておりますのでご協⼒力力の⽅方お願いいたします。

河野 　秀雄さん
当クラブにはありませんが、私は研修委員会の⽅方
へ⾏行行って参りました。3⼈人のリーダー、サブリー
ダーがいました。我々のリーダーは横須賀北北の森
さんがお話になりました。その話の内容はクラブ
研修リーダーの制度度の導⼊入ということで、我々の
クラブでは余り勉強をしませんでしたので訳がわ
かりませんでした。その次に寒川の成⽥田さんとい
うサブリーダーが説明してくれたのは、クラブ研

修リーダーは何をなすべきか、ということで、CLPから考えるクラ
ブ研修リーダー像とは何かという事をお話していました。3⼈人⽬目に
我々の今のガバナー補佐の鈴鈴⽊木悌介さんが、実際にクラブ研修リー
ダーを持っているクラブの姿を紹介するということで、寒川クラブ
の菊地さんと⼩小⽥田原北北の藤野さんと藤沢北北の⻄西⼝口さんがお話をなさ
いました。その3⼈人の話を要約すると、ロータリー情報の委員会が
研修リーダーになっているような感じでした。例例えば新会員の研修
ですとか、今⽇日のように出席率率率が悪いとそれをどのようにしたら良良
いのかということを執⾏行行部と共に研修委員会の⽅方たちが良良い結論論を
出す。というようなことで、森パストガバナーが⾔言われたのは執⾏行行
部よりも研修リーダーというのは上なんだという話もあり、役割は
⾮非常に重いんだというお話をなさいました。私も頂いた資料料をよく
読んで何か皆さんにお伝えすることがあればしたいと思っておりま
す。【別紙へ続く】

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


「正直者に神様がプレゼント?」
⼩小嶋  章司  会⻑⾧長

昨年年暮れに、お⾦金金5万4千円の⼊入ったポ
シェットを拾拾って交番に届けました
が、その後落落とした⼈人から何も連絡が
ありません。世の中も随分寂しい時代
になってしまったなー・そんなことを
思っていました。
ところが突然「すみませんがこのビル
はあなたの持ち物ですか?」「もしそ
うでしたら屋上を⾒見見せて頂けません

か?」私が承知して、ただ何のためかと聞きますと、現在弊社
では社会インフラとして携帯電話サービスの重要性にかがみ、
地域の社会基盤の強化に貢献できるよう、また、携帯電話サー
ビスの安定的な提供を⽬目指し、携帯電話⽤用無線設備の建設を推
進しています。その中で、新通信規格LTEの運⽤用を開始してお
りますが、周波数2GHz（2ギガヘルツ）帯に対応したスマー
トフォンの通信量量が増加しております。全国的に2GHz（2ギ
ガヘルツ）帯に対応した基地局建設を進めていますが、特に主
要公共交通機関であります、JR東海道新幹線沿いの通信容量量
確保が急務になっております。
当社としても⼀一刻も早く安定したサービスを提供する為に、周
辺状況の調査を実施したところ、東海道新幹線沿いの鴨宮地区
に基地局を設けることが最適との結果を得ました。特に⼩小嶋さ
んのビルの屋上に基地局を設置することが、シュミレーション
及び現地電波状況の結果最適ときまりました。
周波数2GHz（2ギガヘルツ）帯電波が届く範囲（0.5㎞〜～3
㎞）をセルといい、セルが集まってサービスエリアを構成して
おり、携帯電話がサービスエリアの外に出てしまいますと弱電
及び圏外となって、相⼿手との通信・メール等ができなくなって
しまいます。携帯電話は今⽇日の⽣生活に⽋欠かせないものになって
いると同時に、万が⼀一の地震等災害発⽣生時には⾮非常に有効な通
信⼿手段となっています。是⾮非屋上を貸して頂きたい。もちろん
契約ですから賃料料は払います。
約1ヶ⽉月かかって、屋上に携帯電話⽤用無線基地局が設置されま
した。現在多くのスマートフォンご利利⽤用のお客様に安定した
サービスを提供することができています。と喜んでいました。
5年年契約でそこそこの賃料料も頂きました。やはり正直に⽣生きて
いて良良かったなーと思いました。

❖ 出席報告

【⽋欠  席  者】 　12名
 　 　中村  明、辻村  彰秀、⽊木村  頼弘、⽯石橋  徹、上⽥田  博和、
 　 　釼持  悟、⼩小楠  雅昭、⽥田代  博信、⻄西  寛、⼤大川  誠、
 　 　⼤大川  裕、⾼高橋  哲也
【今回MU】 　  2名
 　 　中野  明（GSE）
 　 　⽊木村  頼弘（4/21 　地区協）
【前回MU】        2名増加
 　 　柳柳井  渉（4/21 　地区協）
 　 　⼩小楠  雅昭（4/21 　地区協）
【前々回MU】  増加なし

例例会報告：2013年年4⽉月23⽇日（晴れ）第1795回年年通常例例会

村瀬　雅實委員

久保⽥田  知⼦子 　幹事
1)5⽉月のロータリーレートは1ドル98円で
す。
2)来週の例例会はお休みですので、お間違い
のないようにお願いいたします。
3)5⽉月7⽇日に第11回の定例例理理事会を⾏行行いま
すので、理理事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

❖ 「地区協議会報告」
露露⽊木次年年度度会⻑⾧長
21⽇日の⽇日曜⽇日に相模原で地区協議会が開催されま
した。⼩小⽥田原城北北ＲＣは14名で参加をしてきまし
た。それぞれ⾊色んな部⾨門に分かれて勉強されたと
思いますので、本⽇日は参加された⽅方全員に⾃自分の
参加された部⾨門のお話をして頂きたいと思います。

⼩小林林 　和彦さん
今までは雑誌・広報渉外委員会という名前でした
が、次年年度度は公共イメージ委員会ということで変
わります。なぜ公共イメージになったのかという
説明がありました。基本的には外向けに情報を出
していきましょうよ、というのが⼤大まかな内容だ
と思うのですが、その中でいくつかのグループに
分かれて個別にやり⽅方を考えていったのですが、

どこも今までと余り変わらない感じで、メインで⾔言いますとタウン
ニュースさんを通じての情報公開というのがありました。それ以外
にも幾つかの珍しい活動をされている所がありました。同じ内容で
すが、⾒見見出しの書き⽅方とかを書き換えて、より公共的なイメージだ
とか、⼀一般の⽅方が参加出来るような感じでの情報の発信の仕⽅方を⼯工
夫されてやっているのだなと、参考事例例を集める上では⾮非常に有効
だったと思います。中でフランスの⽅方の事例例ということで、ロータ
リーというのを⼀一般の⼈人は中々理理解していないということで、それ
を内側から発信しようとしてもうまくいかないのではないかという
ことで、フランスの若若⼿手のデザイナー、クリエーターの⽅方にロータ
リーはどういった事をやっているのかということを紹介して貰うと
いう企画を⽴立立てて、それをベースにして映像を撮影して貰い、それ
を流流すという活動をされており、結構それが⾯面⽩白かったです。来期
はそれに向けて動画を取⼊入れ、今までの紙ベースのものも⽣生かしつ
つ、インターネットも絡めて活動出来たらと思いました。

櫻井 　康⼆二さん
まず次年年度度のガバナーである相澤ガバナーエレク
トより地区の活動計画⽅方針というのを頂きまし
た。その中の重点項⽬目で、各クラブ10％の純増と
いうのが掲げられております。露露⽊木次年年度度会⻑⾧長の
⽅方もチャレンジ60という形で60名を⽬目標にしよう
ということで掲げられております。それを念念頭に
置いて出席してきました。毎年年会員増強という事
はロータリーな中で⾔言われていることですが、い

かに増をしていくか、いかに減をなくしていくか、いかに強くして
いくかということを勉強してきました。例例えば増の⽅方法ですが、RI
の2610地区を参考にということで資料料をいただいたのですが、職
業分類で未充填の業種を掲げてターゲットを定期的に全会員で活動
を⾏行行う。数名でチームを組んでその⼈人に対してアプローチをしてい
く。候補に挙がっている⽅方をゲストで招いて例例会を体験して貰う。
各⾏行行事の中で執⾏行行部の⽅方で会員増強を常に挙げて貰い会員全員の意
識識を盛り上げる。⼥女女性会員⽉月間を儲け何かの得点を配慮する。今の
経済状況を考え、年年会費を安くする⽅方法はないのかなどを討議して
参りました。⾊色んなことを討議して⾃自分なりに思ったこともありま
したので、次年年度度はそのことを頭に置きながら皆さんのお⼒力力を借り
ながら、60名を⽬目指して頑張っていきたいなと思いました。

⼩小嶋 　章司さん
当クラブには職業奉仕委員会はないのですが、私
は職業委員会に⾏行行ってきました。職業奉仕委員会
が無いクラブは⼩小⽥田原城北北を含め
2か所でした。なんで委員会が無いのかを話合った
のですが、当クラブはCLP導⼊入の時に職業奉仕委
員会を無くしたのですが、無くしても職業奉仕と
いうのは綱領領にも書いてあるように職業奉仕委員

会をまた復復活したらどうかということをもう⼀一つの無いクラブ⽅方と
話し合いました。

中村 　維孝さん
国際奉仕という事で参加して参りました。短い時間
でしたが、各クラブから今取り組んでいる国際奉仕
に関する事業等についての事例例発表がありました。
クラブによって⼤大分取組みが違うなと感じました。
次年年度度から正式に未来の夢計画がスタートします
が、すでに次年年度度は15のクラブが未来の夢計画の
中の新地区補助⾦金金を活⽤用して事業を⾏行行っているよう

で、ちなみに第9グループでは⼩小⽥田原中RCしかないのですが、なる
べく早めに企画を計画して、せっかくロータリー財団に私たちも寄
付をしているのですから出来るだけ有意義に使わせて貰ったら良良い
のではないのかなと感じました。次年年度度はそんなことも探りながら
積極的に国際奉仕の活動をしていこうと決意をしたところです。

柳柳井 　渉さん
私は須藤さんと新世代奉仕部⾨門に参加させて頂きま
した。新世代というのはインターアクト、ローター
アクト、⻘青少年年交換の話がありました。その中でイ
ンターアクトを作りましょうという話があり、いざ
作るとなるといくら掛かるのかというと、点鐘とバ
ナーのお⾦金金が掛かると⾔言われておりました。⻘青少年年
では来年年私はカウンセラーをやらせていただくの
で、⼀一つ質問をさせて頂きました。それはどうして

もホストファミリーがいないということで、派遣する親が必ずホス
トファミリーを引き受けるのはどうですか？と質問させて頂いた
ら、この地区で派遣する条件の中には⼊入っていないとの事で今後地
区でも条件の中に⼊入れていきたいと話して頂きました。それと、交
換学⽣生の問題点としては、来る⼈人の当り、はずれもあるよという事
も⾔言われておりました。来年年カナダから来られましてホストファミ
リーの件で私もカウンセラーとしてなるべくお⼒力力になれるように
やっていきたいと思います。

須藤 　公司さん
私は次年年度度ローターアクトのリーダーということで
⾏行行って参りました。ローターアクトとインターアク
トと混じってしまうのですが、インターアクトは
12歳から18歳の⼦子供たちのクラブ、ローターアク
トは18歳から30歳のクラブということを聞いてき
ました。アクトのメンバーはおおよそ27・8歳で⼊入
るのが多いらしく、2・3年年で退会してしまうとい

うことで、年年齢を35歳までに延ばしたら良良いのではないかと話され
ていました。インターアクトですがインターアクトの委員会が近い
うち相模原の⽅方のクラブで出来るそうです。しかし問題があるよう
で、公⽴立立の先⽣生と私⽴立立の先⽣生では、先⽣生の考え⽅方⼀一つで邪魔された
りするということで前にも4年年位で無くなってしまったということ
です。そして⻘青少年年交換事業は1985年年から80か国、8000⼈人のメン
バーが今まで関わってきて、盛んに⾏行行っているということでした。

齋藤 　永さん
私はロータリー財団部⾨門の⽅方に参加してきました。
ロータリー財団部⾨門も夢計画の中に於いての予算要
求をするにあたって前もって⾔言わないと取れません
ということで、企画を3年年くらい前に出していかな
ければならないということで、ちょっと難しい内容
でしたので簡単には説明できないのですが、寄付を
しないと財団から補助⾦金金が貰えないという仕組みに

なっております。財団があと4年年で100年年を迎えるということで⾊色ん
な形で改造されております。もう⼀一つポリオの事があります。ポリ
オは1985年年には35万件だったのが、2012年年には250件を下回って
あり、世界にあと3か国だけだそうです。あと少しですのでポリオ
プラスという部会を設けて、クラブに40ドルの補助⾦金金をお願いした
という要請がありました。あと、ロータリー財団の⽅方では今まで
180ドルだったのを200ドルにしたいという事で、来年年度度は240ド
ルの寄付の要請が来ています。あと、ロータリーカードが新しくビ
ジネスカードに⽣生まれ変わりました。今までこのカードを使うと
0.3％のバックが財団に⼊入ったのですが、今度度は0.5％が【続く】

•ダリア 　
•スプレーカーネーション
•かすみ草

ダリアの花⾔言葉葉は
「華麗麗」「優雅」「威厳」
スプレーカーネーション  の花⾔言葉葉は
「集団美」
かすみ草の花⾔言葉葉は
「清い⼼心」「切切なる喜び」「無邪気」「親切切」

❖ Table  Flower

出席報告 会員数 出席 M.U 出席率

4月23日 49(44) 32 2 77.27%

4月16日 49(47) 38 0 85.11%

4月9日 49(45) 41 0 88.89%

❖ 委員会報告
⾦金金⼭山 　慶昭次年年度度幹事
1)⽇日曜⽇日に地区協に参加して頂いた⽅方、本当にありがとうご
ざいました。⼩小⽥田原城北北からは14名、北北クラブからは7名で⼀一
緒にバスで⾏行行って参りました。
2)⼿手帳の件ですが、いらない⽅方はということで先週お願いし
ましたが、結果的に38冊の注⽂文で、約15冊位の節約になりま
した。ありがとうございました。
3)活動計画書が本⽇日までとお願いしておりましたが、まだの
⽅方はなるべくデータで私の⽅方へ送って下さい。
4)5⽉月9⽇日にだるまにて次年年度度役員、理理事、委員⻑⾧長の会議を⾏行行
いますので、出⽋欠席の返事をなるべく早めにご提出をお願い致
します。
5)5⽉月7⽇日に例例会終了了後に次年年度度準備理理事会を談話室の⽅方で⾏行行
いますので、よろしくお願い致します。


