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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1803回）
会場：⼩小⽥田原卸センター内会議室
⽇日時：2013年年6⽉月25⽇日 　12:30〜～13:30
司会：⼤大川  久弥    副幹事

✴会員誕⽣生⽇日
齋藤  永さん…誕⽣生⽇日のお祝いありがとうございます。
54才になりました。これからだ！ガンバルゾー
柳柳井  渉さん…誕⽣生⽇日のお祝いありがとうございます。
19⽇日で52才になってしまいました。これからもよろし
く御願いします。

✴奥様誕⽣生⽇日
⽊木村   啓滋さん…妻の誕⽣生⽇日を祝って頂きありがとうござ
います。
櫻井   康⼆二さん…家内の誕⽣生⽇日をお祝いありがとうござ
います。素敵なお花でよろこんでいます。

✴その他
清   康夫さん…25⽇日の例例会、東京にて全国卸団地の総会
があり、⽋欠席させて頂きます。24⽇日に⼩小⽥田原RCに⾏行行っ
てメークアップして来ます。
中野   明さん…本⽇日はGSEの帰国報告をいたします。⽊木
村さん共々よろしく御願いいたします。
須賀   俊和さん…6⽉月25⽇日より30⽇日までタイに出張しま
す。年年初例例会には出席します。

会員数：49名

例例会報告：2013年年6⽉月18⽇日（晴れ）第1802回 　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
「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 6⽉月25⽇日  通常例例会(クラブ協議会)  12:30
担当:  執⾏行行部
卓話:  執⾏行行部

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】

7⽉月2⽇日  年年初例例会(クラブ協議会)  15:00~∼20:00
会場:報徳会館
担当:  執⾏行行部・会場監督・(懇親会:親睦委員会)
年年初例例会:15:00~∼15:40/会計報告:15:50~∼16:00
クラブ協議会:16:00~∼18:00/懇親会:18:10~∼20:00
井島AGはクラブ協議会から・⼩小⽥田原北北RCと⾜足柄RC両会⻑⾧長幹
事は懇親会から・⼩小⽥田原城北北RAC会⻑⾧長も懇親会から出席

7⽉月９⽇日  通常例例会  12:30
担当:  露露⽊木清勝会⻑⾧長
卓話:  諏訪間陽⼦子様・元⻘青少年年交換留留学⽣生
(2007~∼2008)
「未定」

7⽉月16⽇日  通常例例会(クラブ協議会)  
12:30
担当:  プログラム委員会
卓話:  帝国データーバンク横浜⽀支店⻑⾧長（予定）
「県内の企業状況や来年年度度の景気予測について」

7⽉月23⽇日  通常例例会(クラブ協議会)  12:30
担当:  会員増強委員会
卓話:  地区会員増強・会員維持委員
「会員増強について（仮）」

■ ■ ■ 今 後 の メ ー キ ャ ッ プ 情 報 ■ ■ ■  

-‐‑‒2013年年6⽉月-‐‑‒  

‣26⽇日(⽔水)  ⼩小⽥田原北北  報徳会館  12:30
  ｢卓話:最終例例会・クラブ協議会｣

‣27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・執⾏行行部１年年を振り返って｣

‣28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
  ｢卓話:事務引継・クラブ管理理委員会担当」  

※以降降、各クラブ新年年度度の予定が確定しましたら掲載いたします。

-‐‑‒2013年年7⽉月-‐‑‒
‣1⽇日(⽉月)  ⼩小⽥田原  報徳会館  12:30

｢卓話:」

‣2⽇日(⽕火)  箱根  宮ノ下富⼠士屋ホテル(グリル)  12:30
｢卓話:所信表明/会⻑⾧長・幹事｣

‣3⽇日(⽔水)  ⼩小⽥田原北北  河⿅鹿鹿荘  18:00  M.U.受付なし
  ｢卓話:年年初例例会｣

‣4⽇日(⽊木)  ⼩小⽥田原中  報徳会館  12:30
   ｢卓話:｣

‣5⽇日(⾦金金)  湯河原  ニューウエルシティ湯河原  12:30
   ｢卓話:｣

 　 　 　 　  ⾜足柄  わかふじ  18:00  M.U.受付なし
   ｢卓話:年年初例例会」  

‣8⽇日(⽉月)  ⼩小⽥田原  報徳会館  12:30
   ｢卓話:」

‣9⽇日(⽕火)  箱根  宮ノ下富⼠士屋ホテル  12:30
  ｢卓話:クラブ協議会/副会⻑⾧長・各委員⻑⾧長｣

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

                            ⼩小⽥田原城北北RAC  マロニエ  19:30
｢卓話:会⻑⾧長所信表明｣

‣11⽇日(⽊木)  ⼩小⽥田原中  報徳会館  12:30
   ｢卓話:｣

‣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:｣

 　 　 　 　  ⾜足柄  おんりーゆー  12:30
   ｢卓話:」  

【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
⾦金金⼭山 　慶昭委員

ニコニコ箱 累計 目標

6月18日分 15,000 1,018,540 1,300,000

❖ 会員誕⽣生⽇日
齋藤 　永さん（6⽉月18⽇日）
柳柳井 　渉さん（6⽉月19⽇日）
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「出席義務」
⼩小嶋  章司  会⻑⾧長

ロータリアンの第⼀一の義務は例例
会出席です。それは、ロータ
リー運動が職業奉仕団体として
出発し、会員が例例会で職業上の
アイディア交換を⾏行行った事に由
来するものです。
 　例例会に出席してアイディアの
交換を⾏行行うのがクラブの⽬目的で
すから、例例会はロータリー精神
の⽣生産の場であり、ここにロー
タリー精神に基づいた親睦が誕

⽣生するのです。ロータリーは出席なくては始まりません。
そしてお互いに話し合っている間に、互いの職業の尊さを
認識識し職業上の倫倫理理の向上に対する努⼒力力が⽣生まれるので
す。
 　各会員の出席義務は、連続4回ホームクラブを⽋欠席し
メークアップをしない場合・また半年年を単位として出席率率率
が60％を下回る⼈人は会員資格が⾃自動的に消滅することに
なっているほど厳しいものです。
 　⾃自分のクラブの出席の補填として、メイクアップ・アテ
ンダンスがあります。⾃自分のクラブの出席と他クラブの出
席が⼀一対⼀一の価値をもつかどうかは難しい問題だと思いま
す。ロータリーは⾃自⼰己の所属するクラブでの奉仕が第⼀一
で、他のクラブにおいての⽋欠席の補填はやむえない事情の
場合の措置と考えれば、⼤大部分はホームクラブの例例会に出
席しなければならないことになると思います。しかし、だ
からといってメークアップが不不必要だとも思いません。
メークアップこそ、他クラブの活動を観察する機会であり
良良いロータリアンは⼀一定の割合でメークアップする⼈人であ
ることも確かであります。
 　ロータリーの例例会出席に関する規律律は、実に厳格を極め
る。たとえば陪審員⼜又は証⼈人として法廷に出頭しなければ
ならない⽇日と例例会⽇日がかち合っても、それは⽋欠席理理由とし
ては認められないし、祝祭⽇日と例例会⽇日が⼀一致する場合で
も、クラブ理理事会が例例会を休会としないことを認めること
が出来るのです。
 　そうなってくると、ロータリアンたる者はよほど健康管
理理をしないと、⼀一年年間100％の出席はできるものではない
と思います。
ロータリアンががいして⻑⾧長寿であると⾔言われることの本当
の秘密はこのへんにあるのかもしれません。
⼈人⽣生2度度とないのだから是⾮非⻑⾧長⽣生きしたいという⼈人は優秀
なロータリアンになる原点かもしれません。

❖ 出席報告

【⽋欠  席  者】 　13名
 　 　⻄西 　寛、⽯石内  正彦、杉崎  勝成、久保⽥田  知⼦子、
 　 　辻村  彰秀、志澤  昌彦、釼持  悟、⽯石橋  徹、
 　 　⼩小林林  和彦、⼩小楠  雅昭、⾼高橋  哲也、守屋  善男、
 　 　⼀一⼨寸⽊木  信雄
【今回MU】 　  2名
 　 　杉崎  勝成 　（6/6 　⽶米⼭山委員会）
 　 　久保⽥田  知⼦子（6/7 　GSE報告会）
【前回MU】        2名増加
 　 　須藤    公司 　（6/12 　⼩小⽥田原城北北RAC）
 　 　櫻井    康⼆二 　（6/13 　⼩小⽥田原中RC）
【前々回MU】  増加なし

例例会報告：2013年年6⽉月18⽇日（晴れ）第1802回 　通常例例会

安藤　克己委員長

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

❖ 幹事報告

出席報告 会員数 出席 M.U 出席率

6月18日 49(45) 32 2 75.56%

6月11日 49(47) 40 0 89.36%

6月4日 49(46) 40 0 86.96%

⼤大川 　久弥副幹事

1)新会員決定の件ですが、2名の⼊入会が
決まりました。年年初例例会から出席して
いただきますので、皆様どうぞ温かく
お迎え下さい。
2)残念念なお知らせですが、釼持悟会員
より退会届が出され6⽉月30⽇日をもって
退会されます。

❖ Table  Flower
•ベニバナ
•アルストロメリア 　
•ソリダコ

ベニバナの花⾔言葉葉は
「包容⼒力力」「熱狂」
アルストロメリア 　の花⾔言葉葉は
「未来への憧れ」「援助」
「幸福な⽇日々」
ソリダコの花⾔言葉葉は
「私に振り向いて」

「GSE報告」

中野  明GSE団⻑⾧長    
⽊木村  なおみGSE団員

5⽉月20⽇日に帰って来まして間もな
く1ヶ⽉月経ちますが、4⽉月20⽇日か
ら⾏行行きましたので、ちょうど向こ
うに1ヶ⽉月、帰って来て1ヶ⽉月とい
うことで、そろそろ記憶も薄れて
きておりますが、写真を時々眺め
ていますと思いだす事も多くあり
ます。
 　 今回⾏行行ったのは、7720地区で

ノースカロライナということですが、ノースカロライナ
は6つの地区があります。我々が⾏行行った7720地区は、
ノースカロライナでも⼀一番右の端にあります。7720地
区には、42のクラブがあります。約1600⼈人のメンバー
がおります。42のクラブのうち、⼀一番少ない⼈人数のクラ
ブは10⼈人、⼀一番多い所が103⼈人ということで、2780地
区に似たような状況かなと思いました。その7720地区
は8つのエリア、こちらで⾔言うグループに分かれてお
り、その8つのエリアを全部回って来ました。そのエリ
アごとに例例会に出席したり、例例会の中でプレゼンテー
ションをしたりしてきました。
 　 ⽇日程の⼀一番最後が、向こうの地区⼤大会に出ると⾔言う事
になっており、そこでもプレゼンをしてきました。その
時は皆がスタンディングオベーションをしてくれて、有
終の美を飾れたかなと思っております。
 　 皆それぞれ例例会の形はこっちとちょっと違っており、
朝7時からの例例会というのも何回かございました。朝7時
からの例例会というのが我々にとってはかなり厳しい感じ
でした。前の⽇日に夜の例例会をやって、次の⽇日の朝に例例会
でプレゼンをやってというようなこともありましたの
で、⾁肉体的に⾟辛い時もありました。
 　 例例会の中で⾃自分が⼀一番感じたのは、向こうは4つのテ
ストをすごく重要視しているようで、例例会の最後に必ず
4つのテストを皆で唱和するのです。例例会の始まりの時
には、胸に⼿手をあててアメリカに忠誠をつくすようなこ
とを皆で語っていました。
  ご飯は⽴立立派なものではなく、ハンバーガーのようなもの
に付け合わせが少し付いているような形で、⾁肉ばかり⾷食
べさせられ皆太って帰ってきました。
例例会での服装は重んじていなく、ポロシャツの⽅方が多
く、中には短パンで来ている⽅方もいました。
 　 そして8つのエリアごとにそれぞれホームステイをし
たのですが、結構良良い家にホームステイをしたので、部
屋にプールがあったりなどもありましたが、私が個⼈人的

に不不思議だなと思ったのは、⽇日本でこれだけウォシュ
レットが普及しているのに、アメリカの⽴立立派な家でも
ウォシュレットが無いのが不不思議でした。
 　 そして4⼈人の⼥女女性達が最初は⼤大丈夫かなと思っていた
のですが、⾮非常にチームワークが良良く、それぞれ役割分
担が⾃自然に出来てきました。私はどちらかというと4⼈人
の後ろをとぼとぼ付いて⾏行行ったというようなかたちで、
凄く助けられたと感じております。
（その後、中野GSE団⻑⾧長、⽊木村なおみさんよりスライド
を⾒見見ながら報告・説明をして頂きました）

❖ 卓話


