
第1599号

国際ロータリー第2780地区

⼩小⽥田原城北北ロータリー・クラブ
R.I. DISTRICT No.2780
ODAWARA JOHOKU R.C. 
2012-2013
WEEKLY BULLENTIN

【  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1798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21⽇日 　12:30〜～13:30
司会：⼤大川  久弥    副幹事

✴その他

執⾏行行部⼀一同…本⽇日の施設⾒見見学会、委員会の皆様ありがとうござ
います。楽しみにしています。
会場監督⼀一同…本⽇日の施設⾒見見学会、楽しい１⽇日にしたいと思い
ます。どうぞ宜しくお願いします。
清   康夫さん…この18⽇日（⼟土）、第20回フジミフェアーをこの
会場と駐⾞車車場にて、塗料料・塗装関連の展⽰示を⾏行行いますので、時
間が有りましたら⾒見見学に来て下さい。
⽯石崎   孝さん…本⽇日開催の施設⾒見見学会、よろしくお願いいたし
ます。
露露⽊木   清勝さん…本⽇日はお世話になります。⼤大相撲！！楽しみ
です。
⾦金金⼭山   慶昭さん…相撲の⾒見見学は初めてなので、楽しみにしてい
ます。

会員数：49名

例例会報告：2013年年5⽉月14⽇日（晴れ）第1797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
「⼿手に⼿手つないで」
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:  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」

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」

6⽉月11⽇日  通常例例会  12:30
担当:  プログラム委員会
卓話:  松陰弘⼀一様・⽇日本ボーイスカウト⼩小⽥田原地区協議会会⻑⾧長
「未定」

6⽉月18⽇日  通常例例会  12:30
担当:  プログラム委員会
卓話:  中野  明GSE団⻑⾧長・⽊木村なおみGSE団員
「GSE帰国報告」

■ ■ ■ 今 後 の メ ー キ ャ ッ プ 情 報 ■ ■ ■  

-‐‑‒2013年年5⽉月-‐‑‒  
‣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｣  

‣27⽇日(⽉月)  ⼩小⽥田原  報徳会館  12:30
  ｢卓話:未定/
 　宮内⼀一郎郎様(株式会社アークヒューマン取締役)」

‣28⽇日(⽕火)  箱根  湯本富⼠士屋ホテル  11:30
  ｢10時から清掃作業、その後例例会｣

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

‣30⽇日(⽊木)  ⼩小⽥田原中  報徳会館  12:30
  ｢卓話:クラブフォーラム/規定審議会について｣

‣31⽇日(⾦金金)  湯河原  家族親睦会  M.U.受付なし
 　 　 　 　  ⾜足柄  おんりーゆー  12:30
   ｢卓話:ロータリー財団委員会｣  

-‐‑‒2013年年6⽉月-‐‑‒

‣3⽇日(⽉月)  ⼩小⽥田原  報徳会館  12:30
  ｢卓話:北北本省省三会員/最近のネット事情について」

‣4⽇日(⽕火)  箱根  宮ノ下富⼠士屋ホテル  12:30
  ｢卓話:⼩小⽥田原警察署｣

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

‣6⽇日(⽊木)  ⼩小⽥田原中  報徳会館  12:30
  ｢卓話:⽮矢野良良並様・NTTコニュニケーションズ/
 　BCD対策について｣

‣7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:ロータリー財団担当」  

【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
5月14日分 14,000 851,040 1,300,000

❖⼩小⽥田原城北北RAC清掃活動  2013年年5⽉月19⽇日(⽇日）  

ちゃんこ鍋の⼣夕⾷食

集合場所：⼩小⽥田原駅
時間：10:00〜～12:00
⼩小⽥田原駅周辺を２組に分かれて、ビン⽸缶類、タバコの吸い殻、段ボール、発泡スチロールなどを拾拾いました。
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「ロータリー・ソング」
⼩小嶋  章司  会⻑⾧長

先⽇日の地区協議会で点鐘のあと、
ロータリー・ソングが聞き慣れな
い歌でした。「4つのテスト」とい
う歌でした。相模原の⼈人達以外で
歌っている⼈人はいませんでした。
聞きましたところ相模原ロータ
リークラブの会員の作曲で「真実
かどうかから始まりみんなの為に

なるかどうか」で終わる短い歌でした。そこでロータ
リー・ソングを調べてみました。5⼈人⽬目の創⽴立立会員ハ
リー・ラグルスさんの提案で始まったそうです。
 　このハリー・ラグルスさんは、無⼝口で頑固者で貧乏な
印刷屋で、⼊入会の時には親睦という活動には不不適者では
ないかと疑われたそうです。それにもかかわらず、この
提案によって、会合のはじめの合唱は会員の気持ちをと
きほぐし、和合の雰囲気をかもしだす原動⼒力力となりまし
た。
 　今⽇日現在ロータリー･ソングとしての公式に歌曲集に
おさめられているものは150曲ぐらいあるそうですが、
この中でロータリー独⾃自の歌集は46曲にすぎないそう
です。
したがって和合の気持ちを盛り上げる歌曲なら何でも良良
いということになるようです。
1933年年からロータリーの拡⼤大運動とともに⽇日本的に消
化され、ロータリー思想の普及により⽇日本⼈人が作詞・作
曲したものが歌われるようになったそうです。東京ロー
タリークラブが出来た当時は英語で歌っていようです。
「奉仕の理理想」作詞 　元京都RCの前⽥田さん、作曲が元
東京RCの萩原さん。「それでこそロータリー」・「⼿手
に⼿手つないで」この2曲は、東京RCの⽮矢野⼀一郎郎さんの作
詞・作曲だそうです。「我らの⽣生業」は、作詞⾼高野さ
ん・作詞岡野さん・この⼈人たちはロータリアンではない
ようです。有名なのは、「⽇日も⾵風も星も」というロータ
リーソングで、1973年年楠本憲吉さんと古関祐⽽而さんが
作ったそうです。⼆二⼈人とも東京世⽥田⾕谷ロータリークラブ
の会員でした。
「さわやかな朝だ我々はロータリアン
 　いつもほほえみ 　いつも元気で
 　さあ出掛けよう⽇日も⾵風も星も
 　ラ 　ラ 　ラ光るよ」
クラブによっては童謡を歌っている所もあるようです。
ロータリーソングも各クラブ主体の⾃自由のようです。

❖ 出席報告

【⽋欠  席  者】 　7名
 　 　中野  明、齋藤  永、⽯石橋  徹、鈴鈴⽊木  進、⼩小楠  雅昭、
 　 　⾼高橋  哲也、⽯石内  正彦
【今回MU】 　  1名
 　 　中野  明（GSE）
【前回MU】        増加なし
【前々回MU】  4/30 　休会

例例会報告：2013年年5⽉月14⽇日（晴れ）第1797回年年通常例例会

柳井　渉委員

久保⽥田  知⼦子 　幹事
1)来週の⽉月曜⽇日（20⽇日）ですが、
事務局が研修会のため不不在ですの
で、20⽇日の10時までに⽋欠席のご連
絡をして下さい。
2)前回もお知らせしましたが、来
週の例例会に鈴鈴⽊木ガバナー補佐と井
島次年年度度ガバナー補佐がお⾒見見えに
なりますので皆様ぜひ出席して頂
きたいと思います。

❖ 幹事報告会場：⼩小⽥田原卸センター内会議室
時間：12:30〜～13:00

❖ 会⻑⾧長挨拶

❖ 施設⾒見見学会  「⼤大相撲五⽉月場所観戦」

出席報告 会員数 出席 M.U 出席率

5月14日 49(44) 37 1 86.36%

5月7日 49(47) 39 2 87.23%

4月23日 49(44) 32 2 77.27%

❖ 委員会報告

⾦金金⼭山  慶昭  次年年度度幹事
9⽇日に⾏行行われました理理事・役員・委員⻑⾧長会議に御出席さ
れた皆様⽅方ご苦労様でした。その時に⼿手直し等がありま
した委員⻑⾧長は1、2⽇日のうちに私の⽅方までメールにてお
願い致します。
それと新旧役員・理理事の⽅方にはご案内を⼊入れさせて頂き
ましたが、6⽉月4⽇日澤亭の⽅方で18時より開催いたします
ので、よろしくお願いいたします。出⽋欠席を28⽇日まで
に事務局まで提出をお願いいたします。


