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【R.I.  会⻑⾧長】
 　 　ロン  D.  バートン
【R.I.  2780地区ガバナー】
 　 　相澤  光春
【第9グループガバナー補佐】
 　 　井島  誠⾏行行

【会 　⻑⾧長】露露⽊木    清勝
【副会⻑⾧長】須賀  俊和
【幹 　事】⾦金金⼭山  慶昭
【副幹事】⽊木村  頼弘
【会場監督】杉崎  勝成

本日の例会：通常例会（第1805回）
会場：⼩小⽥田原卸センター内会議室
⽇日時：2013年年7⽉月9⽇日 　12:30〜～13:30
司会：⽊木村  頼弘    副幹事

✴井島 　誠⾏行行ガバナー補佐よりご祝儀を頂きました。
井上  寛様…露露⽊木会⻑⾧長、⾦金金⼭山幹事のもと実り多い１年年でありますよう
に。
執⾏行行部⼀一同…⼩小嶋年年度度を引き継ぎ、新しい年年度度が始まりました。こ
れからも楽しい⼩小⽥田原城北北ロータリークラブを⽬目指し、執⾏行行部⼀一同努
⼒力力して参りますので、今まで同様にご協⼒力力をお願いいたします。ま
た、本⽇日は会場監督、親睦委員会の皆様には会場の設営等お世話にな
ります。⻑⾧長丁場となりますが、最後まで宜しくお願いいたします。
会場監督⼀一同…露露⽊木年年度度・執⾏行行部の皆様、新年年度度おめでとうござい
ます。いよいよスタートを致しますね。1年年間⻑⾧長丁場ですが、頑
張ってください。⼜又、明るく楽しい例例会場を⽬目指します。皆様ご協
⼒力力よろしくお願い致します。
⽶米⼭山記念念奨学委員会⼀一同…露露⽊木新会⻑⾧長、1年年間頑張って下さい。
出席委員会⼀一同…露露⽊木会⻑⾧長、今年年1年年頑張って下さい。
会員増強委員会⼀一同…露露⽊木年年度度のスタートを祈念念して。
⼩小林林   泰⼆二さん…＊露露⽊木会⻑⾧長をはじめ、執⾏行行部の皆さん1年年間宜しく
お願いします。＊ローターアクトOBの荻野君の⼊入会を歓迎して。
⼟土岐  博也さん…①妻の誕⽣生祝いをありがとう。②露露⽊木会⻑⾧長がんばれ。
⼤大⽊木  清・本多  純⼆二・三宅宅  常公・⽥田代  博信さん…本⽇日⼊入会の⾕谷⼝口さ
んをよろしくお願いします。
清   康夫さん…①⾕谷⼝口さん、荻野さん⼊入会おめでとうございます。
②7⽉月1⽇日にて創業48年年⽬目を迎える事が出来ました。
河野  秀雄さん…露露⽊木会⻑⾧長はじめ執⾏行行部の⽅方々、本年年度度よろしくお願
いいたします。
渡部  重海さん…露露⽊木丸の航海が安全にかつ無事に終えます様にご祈
念念申し上げます。
守屋   善男・村瀬   雅實さん…いよいよ露露⽊木年年度度の出発ですね。おめ
でとうございます。1年年の活躍を期待しております。⾕谷⼝口さん、荻
野さん⼊入会おめでとうございます。
⻄西   寛さん…①露露⽊木丸の出航を祝って、1年年間がんばってください。
②荻野君の⼊入会を祝って、のんびりやる様に！！③今年年はニコニコ
委員との事、ご協⼒力力を！！
中村  維孝さん…露露⽊木執⾏行行部の活躍を祈念念します。国際奉仕プロジェ
クトリーダーとして頑張ります。
中野  明さん…露露⽊木年年度度の⾨門出をお祝いいたします。
⽯石崎  孝さん…露露⽊木丸出航おめでとうございます。執⾏行行部の皆様１枚
岩でがんばって下さい。会員⼀一同応援いたします。⼜又、2⼈人新会員
の⽅方、⼊入会おめでとうございます。
太⽥田   忠さん…①露露⽊木丸の出航と⾕谷⼝口さんの⼊入会を祝して。②明⽇日3
⽇日、娘の店（ペットサロン、ワンライフ）が東町で開店します。杉
崎・⽥田代さんには⼯工事にて⼤大変お世話になりました。
⼩小嶋  章司さん…露露⽊木丸の出航おめでとうございます。体に気をつけ
て下さい。
齋藤   永さん…露露⽊木丸の出航を祝して。1年年間よろしくお願いいたし
ます。
柳柳井  渉さん…露露⽊木丸の安全を願っています。
久保⽥田  知⼦子さん…体調不不良良な為例例会を⽋欠席し、皆様にご⼼心配をおか
けしまして申し訳ありませんでした。⼩小嶋年年度度最後の例例会に出られ

例例会報告：2013年年7⽉月9⽇日（晴れ）  第1804回 　年年初例例会  

12:30 開会点鐘：露露⽊木    清勝会⻑⾧長
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:  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)
「国際教養⼤大学で学んだこと」

13:30 閉会点鐘：露露⽊木  清勝  会⻑⾧長

【今後の例例会・卓話スケジュール】

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:  野島達也様/（株）帝国ﾃﾞ-‐‑‒ﾀﾊﾞﾝｸ横浜⽀支店  情報部⻑⾧長
「神奈奈川県内の経済状況について」

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:  荻原保典地区会員増強・会員維持委員⻑⾧長(相模原⻄西RC)  
「会員増強について（仮）」

7⽉月30⽇日  通常例例会  12:30
担当:  新世代育成委員会
卓話:  清⽔水寿⼈人地区⻘青少年年交換委員⻑⾧長(相模原柴胡RC)
「⻘青少年年交換プログラムについて｣

8⽉月6⽇日  納涼例例会(移動夜間例例会)  17:30〜～20:30
担当:  親睦活動委員会 　送迎バス⼩小⽥田原駅⻄西⼝口16:50発
会場:ヒルトン⼩小⽥田原リゾート＆スパ
受付:17:00~∼17:30 　会費：10000円・ご家族他8000円
例例会:17:30~∼18:00
宴会:18:00~∼20:30
「美味しい⾷食事と♬⾳音⼤大⽣生によるオペラ鑑賞で⼼心を癒すひと時を｣

■ ■ ■ 今 後 の メ ー キ ャ ッ プ 情 報 ■ ■ ■  
※新年年度度の予定が未確認のクラブがございます。

-‐‑‒2013年年7⽉月-‐‑‒

‣10⽇日(⽔水)  ⼩小⽥田原北北  報徳会館  12:30
   ｢  卓話:⽣生沼富治パストガバナー｣
                            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:中クラブの道程ー僕らの後ろに道は出来る/
 　 　 　 　 　 　 　 　会員3名話し｣
‣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:ガバナー補佐訪問｣
 　 　 　 　  ⾜足柄  おんりーゆー  12:30
   ｢  卓話:南⾜足柄市⽴立立岡本中学校教師オーディーさんをお招きして」  
‣15⽇日(⽉月)  ⼩小⽥田原  休⽇日休会

｢卓話:」
‣16⽇日(⽕火)  箱根  宮ノ下富⼠士屋ホテル(グリル)  12:30
   ｢卓話:岩⽥田正崔⽒氏｣
‣17⽇日(⽔水)  ⼩小⽥田原北北  報徳会館  12:30
   ｢卓話:｣
‣18⽇日(⽊木)  ⼩小⽥田原中  報徳会館  12:30

｢卓話:メンタルヘルス/清⽔水典⼦子先⽣生｣
‣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:常盤章夫⽒氏｣
 　 　 　 　  ⾜足柄  おんりーゆー  12:30
   ｢卓話:  会場監督担当」  
‣21⽇日(⽇日)  ⼩小⽥田原城北北RAC  ⼩小⽥田原周辺  時間未定

｢卓話:⼩小⽥田原提灯まつり｣
‣22⽇日(⽉月)  ⼩小⽥田原  報徳会館  12:30

  ｢卓話:⼩小⽥田原ユネスコ協会の活動について/⽣生沼啓治様」
‣23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｣
‣24⽇日(⽔水)  ⼩小⽥田原北北  報徳会館  12:30
   ｢卓話:｣
‣25⽇日(⽊木)  ⼩小⽥田原中  報徳会館  17:30
   ｢卓話: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:ガバナー公式訪問｣
 　 　 　 　  ⾜足柄  7⽉月27⽇日(⼟土）家族親睦納涼例例会へ振替の為休会
   ｢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：⾦金金⼭山  慶昭
編集⻑⾧長：  久保⽥田  知⼦子
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：⼩小川  和夫・志澤  昌彦  

❖ ニコニコ箱
阿久津  馨委員⻑⾧長、太⽥田  忠委員

ニコニコ箱 累計 目標

7月2日分 83,000 83,000 1,300,000

❖ 新会員紹介
荻野 　善明さん
昭和44年年9⽉月27⽇日⽣生まれ
有限会社 　トラスト（代表取締役）

⾕谷⼝口 　和雄さん
昭和15年年3⽉月23⽇日⽣生まれ
有限会社  ⾕谷和（代表取締役社⻑⾧長）

MEMO

ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を
ENGAGE ROTARY CHANGE LIVES

ず皆様に直接お礼が申し上げられなかった事が⼼心残りです。
志澤  昌彦さん…実りある1年年になることを祈念念して。
⼩小川  和夫さん…露露⽊木丸、出航おめでとう。
⼩小林林  和彦さん…今年年度度は年年初例例会の前にホームページの更更新が終わ
り、ほっとしています。
上⽥田   博和さん…この度度、プログラム委員⻑⾧長を務める事になりまし
た。卓話者のご紹介を頂ければ幸いです。1年年間宜しくお願いいた
します。
阿久津  馨さん…ニコニコ箱委員会委員⻑⾧長ガンバリます。

会員数：50名

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


露露⽊木    清勝  会⻑⾧長
 　2013"-‐‑‒'2014  年年度度⼩小⽥田原城北北ロータ
リークラブ年年初例例会にあたり、ロータ
リークラブの基本理理念念『職業奉仕』につ
いて、皆様⽅方にお話ををしたいと思いま
す。
 　先週末、⼀一向に進まない東⽇日本⼤大震災
の復復興を2年年3  ヶ⽉月、800  ⽇日及ぶドキュ
メンタリーとして放映されたテレビ番組

を観ました。皆様の中にもご覧になられた⽅方はおられるとおも
います。場所は、宮城県名取市関上地区の問題でした。この番
組では震災直後から、3⼈人の⼈人物に焦点をあて取材をして、番
組が構成されていました。⼀一⼈人は市⻑⾧長、また⼀一⼈人は⽔水産加⼯工業
を営み地元関上港の朝市を運営する⼈人物、そしてもう⼀一⼈人は、家
族4⼈人を津波で亡くされた⽅方です。
 　市⻑⾧長は、震災直後から復復興のトップランナーとして復復興計画
を作り上げました。この計画は、現地再建計画で⼟土地を数メー
トルかさ上げし、もちろん⾼高い堤防もつくり上げ、そこに
5000⼈人規模のまちをつくり上げる計画です。
 　しかし、この案は、家族4⼈人を津波で亡くされた⽅方のよう
に、多くの被災者から性急過ぎると合意を得られず、規模は、
3000  ⼈人そして1500⼈人と縮⼩小されて⾏行行きます。市⻑⾧長からはこれ
以上縮⼩小されては、税⾦金金を使って復復興する意味が無いとの話が
出され、⾏行行政の⾏行行き詰まり、限界が露露呈します。
 　⼀一⽅方、朝市の運営者は意⾒見見の分かれる様々な団体を、話し合
いのテーブルに着かせようと努⼒力力する⼀一⽅方、この春には、関上港
での朝市再開に踏み切切ります。出店する業者からは、まだ時期が
早いのでは?との話も出ていました。いざ再開してみると、多く
のお客がつめかけ出店者を始め多くの笑顔で包まれる朝市の再開
となりました。
 　このことは、ゼロからのまちづくりの場合、⾏行行政が⾏行行うイン
フラ整備だけでは、まちは出来ないということではないでしょ
うか?朝市を運営する⽔水産加⼯工業の⽅方のように、⾃自分の職業を
通じて多くの市⺠民の『笑顔』を作る。まさに我々様々な職業を
持つ団体、ロータリークラブの⽬目指す『職業奉仕』がまちをつ
くり上げるということなのではないでしょうか?
皆様はどのようにお考えになられますか?

❖ 出席報告

【⽋欠  席  者】 　4名
 　 　菊地  義雄、⾼高橋  哲也、鈴鈴⽊木  進、⽯石橋  徹
【今回MU】 　  0名
【前回MU】        増加なし
【前々回MU】  増加なし

例例会報告：2013年年7⽉月2⽇日（晴れ）第1804回 　年年初例例会

一寸木 信雄 委員長
会場：報徳会館
時間：15:00〜～20:00

❖ 会⻑⾧長挨拶 出席報告 会員数 出席 M.U 出席率

7月2日 50(49) 47 0 91.49%

6月25日 49(47) 35 3 80.85%

6月18日 49(45) 32 2 82.22%

❖ 幹事報告
⾦金金⼭山  慶昭 　幹事

1)本⽇日の理理事会で新会員の推薦があり承認され
ましたので今週末までに皆様にプロフィールが
届きますので宜しくお願いします。
2)今⽉月のロータリーレートは99円です。
3)活動計画書が出来ましたが、⾒見見落落としがあり
委員会構成表の⽯石橋徹が⽯石崎徹になってました
ので訂正して下さい。ページ後半の資料料に今年年
度度はローターアクトの資料料と交換留留学⽣生のペー
ジを設けました。

❖ 懇親会

❖ クラブ協議会


