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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：年初例会（第1804回）
会場：報徳会館
⽇日時：2013年年7⽉月2⽇日 　15:00〜～20:00
司会：⼤大川  久弥    副幹事

✴結婚記念念⽇日
須藤 　公司さん…結婚祝ありがとうございます。
✴奥様誕⽣生⽇日
齋藤 　永さん…家内の誕⽣生⽇日のお祝いありがとうございます。
⼜又、⼩小嶋会⻑⾧長1年年間ご苦労様でした。
✴その他
執⾏行行部⼀一同…1年年間お世話になりました。どうもありがとうございます。
会場監督⼀一同…皆様のご協⼒力力を賜り、1年年間無事に終える事が出来
ました。本当に1年年間お世話になりました。
鈴鈴⽊木  進さん…⼩小嶋年年度度の役員の皆様⽅方⼤大変ご苦労様でした。会員の
親睦と温かい交友に尽くして頂き例例会に出席に⾏行行くのが⾼高齢者の私
は最多の喜びですよ。これからも⾊色々と御願い申し上げます。
⼩小林林  泰⼆二さん…⼩小嶋会⻑⾧長はじめ執⾏行行部の⽅方々1年年間御苦労様でした。
鈴鈴⽊木  友徳さん…今年年の役員の皆様御苦労様でした。来期の皆様がん
ばって下さい。
⼤大⽊木  清・本多  純⼆二・⽥田代  博信さん…⼩小嶋丸の無事帰港を祝して！
河野  秀雄さん…＊⼩小嶋会⻑⾧長御苦労様でした。良良き１年年でしたね。
＊職業奉仕（ロータリーの専⾨門⽤用語）の⾔言葉葉が⼤大好きです。次年年度度
も頑張らせて頂きます。ありがとうございました。
渡部  重海さん…⼩小嶋丸の無事の帰港を祝して。
守屋  善男さん…⼩小嶋会⻑⾧長はじめ、執⾏行行部の皆様、１年年間ご苦労様で
した。⼩小嶋丸の無事の帰港を祝します。
⽯石崎   孝さん…⼩小嶋会⻑⾧長はじめ執⾏行行部の皆さん、1年年間⼤大変ご苦労様
でした。
杉崎   勝成さん…⼩小嶋会⻑⾧長はじめ執⾏行行部の皆様、1年年間本当にご苦労
様でした。⼜又理理事としても1年年間無事に終えてホッとしています。
会員の皆様に感謝します。
⼤大⾕谷 　 宏さん…①いろいろと気苦労もあったと思いますが、⼩小嶋会
⻑⾧長1年年間ご苦労様でした。タスキを肩からはずされて次年年度度の露露⽊木
会⻑⾧長エレクトにさっとお渡し下さい。②釼持悟さん、退会でとても
さびしいです。近い内にまた帰ってきて下さい。
⼩小川  和夫さん…⼩小嶋会⻑⾧長および執⾏行行部の⽅方々1年年間ご苦労様でした。
釼持 　悟さん…今年年度度でしばらく休憩させていただきます。
露露⽊木丸の安全航海を願う会参加者⼀一同…多くの参加をいただき、盛
⼤大に開催することができました。余った予算ですが少々
ニコニコ委員会⼀一同…⼩小嶋丸1年年間ご苦労様でした。

例例会報告：2013年年6⽉月25⽇日（晴れ）第1803回 　最終例例会

15:00 開会点鐘：露露⽊木    清勝会⻑⾧長
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

15:40 休憩10分

15:50 会計報告

16:00 クラブ協議会

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

　　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)
「国際教養⼤大学で学んだこと」

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。
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‣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:」  

❖ 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25日分 45,120 1,063,660 1,300,000

❖ ゲスト
⼩小⽥田原城北北RAC
釼持  万紀⼦子さん
井上 　丈⼆二さん

MEMO

❖ 結婚記念念⽇日
須藤  公司さん（6⽉月29⽇日）

❖ 奥様誕⽣生⽇日
⼟土岐 　英⼦子さん（6⽉月28⽇日）
齋藤 　充⼦子さん（6⽉月30⽇日）

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

http://www.odawarajhrc.jp
http://www.odawarajhrc.jp
mailto:info@odawarajhrc.jp
mailto:info@odawarajhrc.jp
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⼩小嶋  章司  会⻑⾧長

 　先ず、私をこの⼀一年年間⼩小⽥田原城北北
ロータリークラブの会⻑⾧長にしてくだ
さった歴代の会⻑⾧長さん・指名委員の
⽅方々・そしてすべての会員の皆様に御
礼申し上げます。会⻑⾧長にして頂いたお
かげでこの⼀一年年間本当に勉強しまし
た。本も読みました。特にパソコンに
関しては、メールが毎⽇日と⾔言って良良い
くらい⼊入ってきます。開かなくてはい
けないし返事もしなければならないの
でこのパソコンに関しては、⾦金金⼭山会員

には⼤大変お世話になりました。何度度私の家に教えにきてくれた
か、感謝・感謝です。
 　私が会⻑⾧長としてスタートした直後、出席委員⻑⾧長の退会・また
ニコニコ委員⻑⾧長の⻑⾧長期⽋欠席・その後よもやと思われた井上委員
⻑⾧長の退会・３委員会の委員さんには⼤大変ご迷惑おかけいたしま
した。深くお詫び申し上げます。しかし、先⽇日井上さんから電
話で三島RCの⽅方が蔵の⾒見見学にくるので、会⻑⾧長来ませんかとのお
誘いをうけ⾏行行ってきました。
 　短い時間でしたが交流流をもてて良良かったです。同時に井上さ
んのロータリーに対する思いが感じられてうれしかったです。
残念念だったのは半世紀以上につきあってきた⽩白井忠会員です。
23年年の夏体調が最悪の中で、クーラーを設置にきた業者・私と
⽩白井の共通の先輩があまりにも変わり果てた⽩白井を⾒見見て思わず
「⼤大丈夫か」と声をかけたところ「⼤大丈夫じゃないけど、来年年
⼩小嶋がうちのクラブの会⻑⾧長になったから少しでも⼿手伝ってやり
たいからまだ死ぬわけにはいかない」と⾔言ったと後から聞きま
した。残念念ですがその年年の10⽉月⽩白井は亡くなりました。いづれ
⽩白井の所へいったら会⻑⾧長あいさつをたっぷり聞いてもらうつも
りです。
 　会員増強は⼤大型新会員が2名⼊入ったのですが3名の退会者を出
してしまい純増マイナス1となり、会⻑⾧長の不不徳の致すところで申
し訳なく思っております。
 　しかし良良い思い出もあります。4⽉月2⽇日の創⽴立立例例会には、本多
さん・⽯石崎さん・杉崎さん3名の連続皆出席の表彰をし、鈴鈴⽊木進
さんを⻑⾧長寿会員としてみんなでお祝いし、チャーターメンバー
の⼩小林林さんに創⽴立立時の思い出話をして頂いた事です。たまたま
GSEの来訪と重なり楽しい思い出として残っております。
 　昔からよく⾔言われます。「サルは⽊木から落落ちてもサル」で
す。議員さんが落落ちればただの⼈人です。私は会⻑⾧長をやめても会
員です。
 　会⻑⾧長になってわかったことがあります。会⻑⾧長は⾔言いたいこと
があっても⾔言えない場合が多々あるということです。年年会費を
払っているのに⼀一度度も例例会にこない⼈人に「もったいない。出れ
るようになってから⼜又⼊入ったら」⼀一会員でしたらロータリーの
友情として許されるでしょう。しかし、会⻑⾧長がこれを⾔言うと
「会⻑⾧長にやめたらと⾔言われた」このようになると思います。
 　私は恩返しの為にも、次年年度度露露⽊木会⻑⾧長の⾔言いにくいことを私
が⾔言おうと思っています。最後になりますが私の好きな相⽥田み
つおさんの詩を朗読したいと思います。詩は「ある⽇日のつぶや
き」です。

❖ 出席報告

【⽋欠  席  者】 　12名
 　 　清  康夫、中村  維孝、内⼭山  修⼀一、⽯石崎  孝、
 　 　須賀  俊和、⽯石橋  徹、⼤大川  裕、⽊木村  啓滋、
 　 　久保⽥田  知⼦子、⼀一⼨寸⽊木  信雄、⽯石内  正彦、⾼高橋  哲也
【今回MU】 　  3名
 　 　清  康夫 　（6/22 　⼩小⽥田原城北北RAC）
 　 　⽯石崎  孝 　（6/22 　⼩小⽥田原城北北RAC）
 　 　須賀  俊和（6/22 　⼩小⽥田原城北北RAC）
【前回MU】        3名増加
 　 　釼持  悟 　（6/22 　⼩小⽥田原城北北RAC）
 　 　⼩小林林  和彦（6/22 　⼩小⽥田原城北北RAC）
 　 　⼩小楠  雅昭（6/22 　⼩小⽥田原城北北RAC）
【前々回MU】  増加なし

例例会報告：2013年年6⽉月25⽇日（晴れ）第1803回 　最終例例会

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

出席報告 会員数 出席 M.U 出席率

6月25日 49(47) 35 3 80.85%

6月18日 49(45) 32 2 82.22%

6月11日 49(47) 40 0 89.36%

❖ Table  Flower
•ダリア
•千⿃鳥草
•スプレーカーネーション
•リングオブインディア

ダリアの花⾔言葉葉は
「華麗麗」「優雅」「威厳」
千⿃鳥草の花⾔言葉葉は
「信頼」「軽快」
スプレーカーネーション  の花⾔言葉葉は
「集団美」「素朴」

⼤大川 　久弥副幹事
この1年年間副幹事を務めさせていただ
いた⼤大川でございます。最終例例会にあ
たり、⼀一⾔言お礼の挨拶をさせていただ
きます。まず会員の皆様には、この1
年年間、例例会の運営にはご理理解とご協⼒力力
を頂き、誠に有り難うございました。
また、会場監督の皆様、親睦活動委員
会の皆様には例例会の運営から⽚片付けま
で、毎回ご尽⼒力力頂き本当に助かりまし
た。そして、事務局の諸星さんにもい

ろいろお⼒力力になって頂きました。お陰様で、本⽇日、有終の美と
は⾔言えませんが、こうして何とか無事に最後の例例会を迎えてい
ますが、1年年前には本当に想像も出来ませんでした。最初、⼩小嶋
会⻑⾧長と久保⽥田幹事から副幹事をやってくれないかというお話が
あった時も、委員⻑⾧長の経験も無い⾃自分なんかに出来る筈がない
と、お断りしたのですが、飲みに⾏行行った時に説得され流流れで承
諾諾してしまったのが始まりでした。その後も⼩小嶋会⻑⾧長を⽀支えな
ければならないのが、逆に私が⾊色々と助けていただき、またそ
の上、今まで褒められた事はあっても、叱られた事が無く本当
に申し訳ない気持ちで⼀一杯です。この１年年間、⼩小嶋会⻑⾧長、中野
副会⻑⾧長、そして久保⽥田幹事との4⼈人で執⾏行行部を務めさせていただ
き、沢⼭山勉強させていただきました。この経験を活かして、次
年年度度の露露⽊木会⻑⾧長を始めとする執⾏行行部の⽅方々には恩返しの意味も
含めまして、何らかの形でご協⼒力力出来ればと思っております。
本当に1年年間有り難うございました

久保⽥田 　知⼦子幹事
幹事として、1年年間⼩小嶋会⻑⾧長のもと、精⼀一杯頑張らせて頂きまし
た。縁があって、⼩小嶋会⻑⾧長、中野副会⻑⾧長、⼤大川副幹事と執⾏行行部
をやらせて頂き、ときどき、熱くなる会⻑⾧長をふんわりとした雰
囲気というか、のんびりしたというか、ともかく、中野副会⻑⾧長
が空気を和らげてくれ、そして何事もいつも冷冷静な⼤大川副幹事
の存在、そしていつもスピーディーに物事を処理理してくれる事
務局の諸星さんに、おおいに助けられました。幹事を受けた時
に⼀一つだけ決めていた事があります。受けたからには、1年年間
ロータリーを楽しんで（実質は1年年半ですが・・・）過ごそうと
思いました。そのとおりに過ごせたと思います。最後に次年年
度度、⾦金金⼭山幹事にエールを送り、お礼の⾔言葉葉とさせていただきま
す。1年年間本当にありがとうございました。

中野 　明副会⻑⾧長
1年年が終わって、やはり前年年度度の執⾏行行部
が挨拶をされましたが、その中で副会
⻑⾧長の⽅方が副会⻑⾧長は誰でもできるという
お⾔言葉葉があり、私としてはかなり肩の
荷が軽くなったなと⾔言う感じでスター
トさせて頂きました。副会⻑⾧長と⾔言うの
は細則にもありますように、会⻑⾧長に事
ある時に出番が来るということで、全
然事が無かったのでほとんど出番は無
かったのですが、⼀一様クラブ管理理委員

会を担当し、4つの委員会の担当でしたので、意識識はしていまし
たがそれぞれの委員⻑⾧長の⽅方が⼀一⽣生懸命やってくれておりました

ので、のんびりと過ごせたのではないかなと思っております。
会⻑⾧長が出席出来ないということで代わりに⾏行行った事が3回だけあ
りました。1回⽬目が10⽉月20⽇日の地区⼤大会の1⽇日⽬目でした。2回⽬目
が2⽉月17⽇日相模原で⾏行行われたローターアクトの年年次⼤大会でした。
3回⽬目は6⽉月9⽇日鈴鈴廣で⾏行行われたローターアクトの地区協議会に
⾏行行って来ました。ですから会⻑⾧長の代わりを務めたのはこの3回だ
けで、それ以外は会⻑⾧長は1回も例例会を休まず、歴代最⾼高齢の会⻑⾧長
ということですが、実に健康でしっかりしてらっしゃったの
で、お陰で私ものんびりと過ごさせて頂きました。最後のGSE
から帰ってきて結果的にちょっとボケていたのかなという感じ
がしますが、最後の6⽉月の理理事会をすっぽかしてしまい、まるっ
きり念念頭になく、その⽇日は病院に⾏行行ってしまいました。しかし
その病院も予約は先週だったのよと⾔言われる始末で、携帯の着
信の所に11時に久保⽥田幹事から着信が⼊入っており何なのだろう
と診察が終わって電話するような始末でして、6⽉月4⽇日は会⻑⾧長を
始め理理事の⽅方には⼤大変ご迷惑をかけてしまったということで、
この席を借りてお詫びしたいと思います。先週GSEの報告をさ
せていただきましたが、その中で⼀一つだけ⾔言い伝えたい事が
残っておりました。我々が最後に⾏行行ったキティーホークという
場所はご存じの⽅方もいると思いますが、ライト兄弟が初めて動
⼒力力⾶飛⾏行行機の実験をやった場所で、初⾶飛⾏行行に成功した場所として
名前が残っているのですが、初めて⾶飛⾏行行に成功したのが1903年年
ということです。ロータリーが出来たのが1905年年ですので、そ
んなに変わらない時期にそういうことがあったのだなと思いま
した。それから100年年以上経って⾶飛⾏行行機は世界中を⾶飛んでおり、
ロータリーも世界中に広がりをみせております。⾶飛⾏行行機の⾶飛ぶ
原理理は昔も今も変わっていないわけで、同じようにロータリー
の原理理・原則も変わっていないのだろうなというように思いま
した。⼩小嶋会⻑⾧長は今年年度度不不易易流流⾏行行ということを掲げて運営して
きましたが、隣隣で⾒見見ていまして、毎週会⻑⾧長挨拶の中で⾊色んな事
を勉強したというのが⾒見見ていてひしひしと伝わってきました。
今までの会⻑⾧長も毎週毎週勉強されたことを皆の前でお話をしま
すが凄いなと隣隣で⾒見見て感じました。出席率率率で⾔言いますと⼩小嶋会
⻑⾧長は90パーセント以上を⽬目標にしていたのですが、結果をみる
と達成出来なかったような感じですが、以前に⽐比べてメー
キャップをする⼈人が随分と減ったなと、またメーキャップに来
る⼈人も減ったなと思います。出席に関する意識識がルーズになっ
ているのではないかなということを感じました。次年年度度以降降出
席率率率を⾼高められるように、皆⼀一⼈人⼀一⼈人で努⼒力力していけたら良良い
のではないかなと思います。何はともあれこうして１年年間終え
る事が出来ました。これも皆様のご協⼒力力のお陰だと思っており
ます。どうもありがとうございました。

❖ 「クラブ協議会」ある⽇日のつぶやき
○わたしは⻑⾧長い歳⽉月上に伸びることばかり考えてきて⼟土の中深
く根を張ることを忘れていたようです
○ヒョロヒョロと幹ばかり⾼高くのびて雑然と枝葉葉がひろがるよ
うになった時、幹や枝葉葉の重みに耐えられない根の弱さに私は
初めて気がついたのです
○気がついた時には⼿手おくれでした 　⼿手おくれとわかったとき 　
私は思いきって枝葉葉をおとすことにしました 　⼟土の中の私の弱
い根と細い幹に⽀支えられるだけのわずかな枝を残してあとは、
ばっさり切切り捨てました

○それは根の弱い 　幹の細い 　⼒力力のない者がなんとか⾃自分を守
りながら⽣生きてゆくための消極的な、しかもそれなりに勇気の
いる⽣生活の知恵でした
○とはいうものの枝葉葉を落落とすとき 　私はやっぱし寂しい気が
しました 　もったいないなぁと思いました
○しかし 　おかげさまで 　いまでは 　⽬目に⾒見見えない⼟土の中で
弱かった根が新たな活動を始めたよぅです
枝葉葉を切切り捨てた分だけ 　いや、それ以上かもーーー
だれにもわからない根だけが知る
静かな充実を持ちながら・・・・・・


