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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1808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30⽇日 　12:30〜～13:30
司会：⽊木村  頼弘    副幹事

✴卓話
荻原   保典様（相模原⻄西RC）…本⽇日は宜しくお願いしま
す。
✴その他
杉本   博愛様（元会員）…皆様ご無沙汰しています。太⽥田
さんがニコニコの委員だと⾔言う事で少々ですが協⼒力力しま
す。（本当は脅されて）
露露⽊木   清勝会⻑⾧長・⾦金金⼭山   慶昭幹事…昨年年のGSEの余剰⾦金金を
⼩小⽥田原RCより頂きましたので。
⼩小林林   泰⼆二さん…①⼀一昨⽇日の家内の誕⽣生⽇日祝に河野さんか
らキレイな花を頂きました。河野さんいつもありがとう
御座います。②昨夜は今期最初の５⼈人グループ、⻄西グル
ープに出席し楽しい⼀一刻を過ごしました。志澤さん、櫻
井さんには⼤大変お世話になりました。③先週のニコニコ
発表太⽥田さん、⼤大変おもしろかったです。ニコニコが沢
⼭山集まるといいですね。
⼩小林林  泰⼆二・⻄西 　寛・三宅宅  常公・内⼭山  修⼆二・⻫斉藤  永・志
澤  昌彦・櫻井  康⼆二・露露⽊木会⻑⾧長・⾦金金⼭山幹事さん…昨⽇日5⼈人
グループを開催し、会費が少し多めでしたので。
清   康夫さん…①この例例会場も⼊入⼝口、外廻りが⼤大変汚れて
きましたので、近⽇日中にリフォームしますので宜しくお
願い致します。この団地の理理事⻑⾧長として、少々。②会社
の中の畑30坪でいろいろ（15種類位）の野菜を育て、毎
⽇日⾷食べています。⼤大⽊木会員アドバイス有難う。
三宅宅  常公さん…お休みばかりしてすみません。
中村   維孝さん…⾹香港出張から無事帰ってきました。マカ
オの変貌ぶりに驚きました。
⼩小嶋   章司さん…荻原委員⻑⾧長、今⽇日はありがとうございま
す。⼜又、先⽇日は昼飯ご馳⾛走様でした。9⽉月のフォーラム
の反省省会楽しみにしています。
本多  純⼆二・⽥田代  博信・太⽥田  忠さん…暑気払いでつい飲
み過ぎました。残⾦金金をニコニコへ。
⼩小川  和夫さん…ニコニコ１枚追加。
⾕谷⼝口   和雄さん…昨⽇日久しぶりに釣りに⾏行行きました。⼤大・
⼩小6匹釣れました。

例例会報告：2013年年7⽉月23⽇日（晴れ）  第1807回 　通常例例会  

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
「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 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｣

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】

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16:15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｣

8⽉月13⽇日  休会

8⽉月20⽇日  通常例例会  12:30
担当:  プログラム委員会
卓話:  新会員３名
「イニシエーション  スピーチ｣

8⽉月27⽇日  通常例例会(クラブ協議会)  12:30
担当:  執⾏行行部
卓話:  井島誠⾏行行第９グループガバナー補佐（⼩小⽥田原中RC）
「ガバナー公式訪問２週間前｣

■ ■ ■  　 今 後 の メ ー キ ャ ッ プ 情 報  　 ■ ■ ■  

-‐‑‒2013年年7⽉月-‐‑‒

‣31⽇日(⽔水)  ⼩小⽥田原北北  報徳会館  12:30
   ｢卓話:横森正樹様/⽇日本の農業｣

-‐‑‒2013年年8⽉月-‐‑‒

‣1⽇日(⽊木)  ⼩小⽥田原中  報徳会館  12:30
   ｢卓話:財団奨学⽣生・真継  蘭様｣

‣2⽇日(⾦金金)  湯河原  ニューウエルシティ湯河原  12:30
   ｢卓話:  ⾼高橋延幸会員｣

 　 　 　 　  ⾜足柄  おんりーゆー  12:30
  ｢卓話:佐久間俊治様/酒匂川の治⽔水と⽇日中に王を訪ねる旅」  

‣5⽇日(⽉月)  ⼩小⽥田原  報徳会館  12:30
   ｢卓話:クラブフォーラム/会員増強」

‣6⽇日(⽕火)  箱根  宮ノ下富⼠士屋ホテル  12:30
   ｢卓話:クラブフォーラム/会員増強｣

‣7⽇日(⽔水)  ⼩小⽥田原北北  報徳会館  12:30
｢卓話:井島誠⾏行行AG/ガバナー公式訪問２W前｣

 　 　 　 　  ⼩小⽥田原城北北RAC  マロニエ19:30
｢卓話:露露⽊木清勝⼩小⽥田原城北北RC会⻑⾧長｣

‣8⽇日(⽊木)  ⼩小⽥田原中  報徳会館  12:30
｢卓話:⼤大島  武様(故  ⼤大島渚監督のご⼦子息)/未定｣

‣9⽇日(⾦金金)  湯河原  ニューウエルシティ湯河原  12:30
｢卓話:杉⼭山茂久会員｣

 　 　 　 　  ⾜足柄  おんりーゆー  12:30
｢卓話:クラブフォーラム/会員増強・会員維持」  

‣12⽇日(⽉月)  ⼩小⽥田原  特別休会
｢卓話:」

‣13⽇日(⽕火)  箱根  特別休会
｢卓話:｣

‣14⽇日(⽔水)  ⼩小⽥田原北北  休会
   ｢卓話:｣

‣15⽇日(⽊木)  ⼩小⽥田原中  特別休会
   ｢卓話:｣

‣16⽇日(⾦金金)  湯河原  休会(規定)
｢卓話:｣

 　 　 　 　  ⾜足柄  定款による休会(お盆)
｢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
太⽥田  忠委員

ニコニコ箱 累計 目標

7月23日分 28,500 142,500 1,300,000

MEMO

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

会員数：51名

　　相応しい会員をご紹介ください！

R A C
会員募集中

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
 　⽇日曜⽇日は、参議院選挙の投票
⽇日でした。テレビ各局の選挙速
報を観ていると午後8時になった
瞬間に、開票もしていない段階
でその結果が報道されます。
これは、出⼝口調査や情勢分析を
もとにしたもので、最終結果と
ほとんど相違なく正確な報道内
容です。全国1万ヶ所に及ぶ投票
所の内、1700ヶ所約15万⼈人に対

する出⼝口調査でこの内容を引き出すそうです。統計学の
妙とでも⾔言うのでしょうか、⼤大変驚きます。
 　また、今⽇日「ビッグ・データ」というそうですが、ネ
ット等の膨⼤大な量量の情報を分析することにより、⼀一つの
答えを導き出す⼿手法が話題になっています。
先⽇日も、JR東⽇日本がSuicaの個⼈人情報を抜いた各データ
を⽇日⽴立立製作所に譲渡していたとの報道が物議をかもしだ
していました。我々の情報が様々な⾓角度度であらゆる⼈人達
から分析され、良良くも悪くも使われていく事。何かとて
つもなく恐ろしい時代の到来を感じさせられます。
 　我々ロータリークラブでは、「広報」という⾔言葉葉の代
わりに『公共イメージの向上』が使われ始めました。い
かにロータリークラブの情報を世の中に正しく伝えてい
くのか？
これからの情報化社会に、どのように対応していくのか
が問われています。

 　また、もう⼀一点報告ですが、20⽇日の⼟土曜⽇日には、第1
回アクターズミーティングが開催されました。私と須藤
アクト⽀支援プロジェクトリーダー、久保⽥田地区ローター
アクト委員が出席いたしました。
 　今年年度度、地区代表 　⼩小関 　拓拓君をはじめ地区内4クラ
ブの会⻑⾧長さん役員が出席して今年年度度の活動について活発
な意⾒見見交換がなされました。
その中で、次年年度度のアクト地区代表の選出について、⼩小
関地区代表からスケジュールや選出について発表があり
ました。その直後に、なんと我が城北北ローターアクトク
ラブの⽻羽⽣生会⻑⾧長が次年年度度地区代表に⽴立立候補を表明しまし
た。若若さあふれる積極的な⽻羽⽣生会⻑⾧長の⾔言動に感⼼心いたし
ました。今後ともアクトの⽀支援には皆様⽅方のご⽀支援を、
よろしくお願いいたします。

❖ 出席報告

【⽋欠  席  者】 　8名
 　 　須藤  公司、久保⽥田  知⼦子、中野 　明、⼩小林林  和彦、⻄西 　寛
 　 　志澤  昌彦、⽯石内  正彦、⾼高橋  哲也
【今回MU】 　4名
 　 　須藤  公司（7/10 　⼩小⽥田原城北北RAC）
 　 　久保⽥田  知⼦子（7/10 　⼩小⽥田原城北北RAC）
 　 　中野 　明（7/10 　⼩小⽥田原城北北RAC）
 　 　⼩小林林  和彦（7/10 　⼩小⽥田原城北北RAC）
【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23⽇日（晴れ）第1807回 　通常例例会

大木　清 委員長

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

出席報告 会員数 出席 M.U 出席率

7月23日 50(49) 41 4 91.84%

7月16日 50(48) 42 2 91.67%

7月9日 50(48) 43 1 91.67%

❖ 幹事報告
⾦金金⼭山  慶昭 　幹事

1)ロータリー⽇日韓親善会議のご案内が
届いています。ご興味のある⽅方は幹事
か事務局にお申し出くだだい。
2)次週の例例会は先⽇日正式に承認されま
した松島さんの⼊入会式がございます。
多くの⽅方でお祝いをして下さい。

❖ 卓話

❖ Table  Flower
•ルリ⽟玉アザミ
•アルストロメリア
•カスミ草 　
•フロリダビューティー
ルリ⽟玉アザミ  の花⾔言葉葉は
「鋭敏」「権威」
アルストロメリア  の花⾔言葉葉は
「持続」「援助」
カスミ草の花⾔言葉葉は
「清い⼼心」「無邪気」「親切切」

「増強⽉月間卓話」
荻原保典様

相模原⻄西RC・地区増強維持委員⻑⾧長
 　⼩小⽥田原城北北RCの皆さま、初めま
して。相模原⻄西RCの荻原です。本
⽇日は8⽉月の会員増強に合わせてお
願いに参りました。毎年年、増強増
強と繰り返しやっておりますが、
皆様はどのように考えておられま
すか？
もう聞きたくないとか、うんざり

とか、⼈人によってはロータリーに⼊入ったのはロータリーに
⼈人を⼊入れるためではない、理理念念を知り感銘を受けて、奉仕
を⼿手伝うために⼊入ったんだという⽅方もおられます。その通
りだと思います。ですが、ロータリーも皆さん年年々歳をと
っていき、補充しないと衰退の⼀一途を辿ります。意義ある
奉仕を続けるための増強で、増強在りしのロータリーでは
ありません。その点にご理理解をお願いし、今年年度度の増強を
考えていきたいと思います。
 　7⽉月の増強セミナーは従来のやり⽅方を変え「⾃自分と同じ
思いを持つ⼈人と⼀一緒に奉仕をし、⼀一度度の⼈人⽣生を⼤大切切に楽し
みあえる⼈人を増やしましょう」との思いで⾏行行いました。そ
のためには楽しく、親しく、声を掛け合い、週⼀一度度の出席
が待ち遠しいクラブでなければなりません。
 　あるクラブで新⼊入会員の時の話を聞きました。クラブに
⾃自分の居場所がなく、孤独感に苛まれやめようと思う時期
があった、とのことでした。そこにクラブ退会者の芽があ
るのではないでしょうか。せっかく⼊入会してくれた⼈人が続
けられるように、紹介者と共に年年配者が率率率先して声を掛け
合ってください。他のクラブにも率率率先して連れていってあ
げてください。出席補填ではなく、ロータリーを知る、楽
しむ、⼈人との交流流を深めるためにメイクをやっていただき
たい。そうすればロータリーの良良さが分かります。いつも
のクラブで座って話を聞くだけでは、好きにはなれませ
ん。⼊入会した頃を思い出して、新⼊入会員に声をかけ、⾃自分
の⼈人⽣生・⾃自分の奉仕活動について⾃自分と同じ気持ちを持つ
仲間を増やしてください。それが増強につながると思いま
す。増強ありきではなくて、クラブの活性化がある、クラ
ブが⾯面⽩白く楽しい、クラブの会員に会うのが楽しい、とな
れば必然的に会員は増えます。それが今年年の⽅方針です。笑
顔と元気な声が出会うようなクラブにしていただきたいと
思います。
 　私がチャーターメンバーとしてロータリーに⼊入って33
年年経ちました。2年年⽬目に幹事になり、その時は全員が未経
験者でした。幹事なんてとんでもないと思いましたが、⼿手
伝ってくださる⽅方もあり引き受けました。1年年間、仕事を

忘れて必死でロータリーのことを覚えました。33年年経っ
て去年年ガバナー補佐をやりました。軽い気持ちで受けた
ら、毎⽉月3〜～4回研修です。⾃自分が初めて幹事になった時
のことを思い出し、新しく勉強し直しました。
 　ロータリーも変化しています。⼀一業種⼀一⼈人は無くな
り、出席も厳しくなくなりました。その代わりPRをしな
さい、どんどん知らしめてください、という⽅方針です。
しかし根本の理理念念は変わりません。奉仕を通して⼈人⽣生の
⽣生きがいを得る、それを楽しんでいただきたいと思いま
す。
 　リスボンの国際⼤大会の話をします。当⽇日1300⼈人ほどの
⽇日本⼈人を集めて2780地区が幹事をしました。案内とお迎
え、接待を引き受け、皆さんとの⼀一体感を得ることがで
きました。⽇日本の国旗、国歌にも⼤大きな誇りを感じ、こ
れが⽇日本⼈人、これがロータリーだと感動しました。この
思いを地区の増強に充てていきたいです。

 　ロータリーはバッジ⼀一つでどこへでも⾏行行って話ができ
ます。国内はもちろん、世界中196ヶ国のどこでも、⾔言葉葉
は通じなくても参加できます。これは素晴らしいことで
す。会費が⾼高いという声もあるようですが、⾃自分がバッ
ジを活かして会費分以上利利⽤用することがロータリーの魅
⼒力力だと思います。⼈人⽣生の充実に役⽴立立てるなら安いもので
はありませんか？そう思えたら、クラブの活性化にもつ
ながり、もっとロータリーを楽しむことができると思い
ます。
 　会員増強の仕⽅方はいろいろありますが、基本はそれぞ
れのクラブがそれぞれ考えればいいことです。⼩小⽥田原城
北北RCにもここならではの良良さと⾏行行動があります。その中
で何かお⼿手伝いすることがあれば、増強委員⼀一同いつで
もどこへでも⾏行行ってお役に⽴立立ちたいと思っています。よ
ろしくお願いいたします。

❖ 委員会報告
親睦委員会・⼩小楠委員⻑⾧長

8⽉月6⽇日、ヒルトン⼩小⽥田原リゾート&スパにて納涼例例会を開催い
たします。〆切切は次回例例会の7⽉月30⽇日ですので、事務局の諸星
さんまでお願いします。


