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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：納涼例会（第1809回）
会場：ヒルトン⼩小⽥田原リゾート＆スパ

⽇日時：2013年年8⽉月6⽇日 　17:30〜～20:30

司会：⽊木村  頼弘    副幹事

✴ビジター
奥津  紀⼀一様（⾜足柄RC）…また今年年もよろしく。
諏訪部  泉様（⾜足柄RC）…本⽇日はよろしくお願いします。
清⽔水  寿⼈人様（相模原柴湖RC）…本⽇日はよろしくお願いします。
✴会員誕⽣生⽇日
菊地  義雄さん…誕⽣生祝いありがとう。70才の⼤大台です。よろしく。
⽥田代   博信さん…誕⽣生⽇日を祝っていただきありがとうございます。
73才になってしまいました。これからもよろしくお願いいたします。
⽯石崎  孝さん…誕⽣生⽇日のお祝いありがとうございます。8⽉月4⽇日で62
才になります。
✴奥様誕⽣生⽇日
須藤  公司さん…奥様誕⽣生⽇日祝ありがとうございます。
✴その他
執⾏行行部⼀一同と会⻑⾧長エレクト…松島さんご⼊入会おめでとうございま
す。早くクラブに溶け込みご活躍されるようご期待申し上げます。
国際プロジェクト委員会…7⽉月23⽇日に国際プロジェクト委員会を開
催致しました。とても前向きな話し合いができました。会費の余裕
分をニコニコ致します。
露露⽊木   清勝さん…清⽔水委員⻑⾧長、お忙しい中御⾜足労いただきましてあ
りがとうございます。よろしくお願い致します。
⼀一⼨寸⽊木   信雄・⼤大⽊木   清さん…7⽉月の出席率率率が4⽇日90％を超えまし
た。あと⼀一息で100％になります。ご協⼒力力をお願いします。
中村   維孝さん…スペインに2週間⾏行行く事になり、例例会2週間続けて
お休みさせて頂きます。申し訳ありません。
⼩小嶋   章司さん…ウィリアム王⼦子とキャサリン妃の⼦子、男児出産お
めでとうございます。私とはテンで問題になりません。私は名前は
しょうじ、王⼦子の名前はジョージ、座布団⼀一枚。
太⽥田   忠さん…昨⽇日、以前当クラブに卓話に来た元ソニーの蓑宮さ
んの出版記念念祝賀会に⾏行行って来ました。志澤さん、中村さん、⾕谷⼝口
さんありがとうございます。
上⽥田   博和さん…本⽇日より住友⽣生命の松島さんが⼊入会して頂けまし
た。松島さん頑張って下さい。という事でニコニコをさせて頂きます。
⾕谷⼝口  和雄さん…毎⽇日暑い⽇日が続きます。皆様御⾃自愛下さい。

例例会報告：2013年年7⽉月30⽇日（晴れ）  第1808回 　通常例例会  

17:30 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
閉会点鐘：露露⽊木  清勝  会⻑⾧長

18:00 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｣

【今後の例例会・卓話スケジュール】

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｣

9⽉月3⽇日  通常例例会  12:30（15分の時間延⻑⾧長）
担当:  プログラム委員会  上⽥田委員⻑⾧長
卓話:  内閣府⼤大⾂臣政務官  衆議院議員  ⼭山際⼤大志郎郎様
「アベノミクスで⽇日本はこう変わる｣

9⽉月10⽇日  通常例例会(クラブ協議会)  12:30（1時間の時間延⻑⾧長）
担当:  執⾏行行部
卓話:  国際ロータリー第2780地区ガバナー  相澤光春様
「ガバナー公式訪問｣
13:00~∼13:30 　相澤ガバナーの卓話
13:30~∼13:40 　コーヒーブレイク
13:40~∼14:30 　懇談会・司会:井島AG

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

-‐‑‒2013年年8⽉月-‐‑‒
‣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:」  

‣19⽇日(⽉月)  ⼩小⽥田原  報徳会館  12:30
  ｢卓話:新会員⾃自⼰己紹介」

‣20⽇日(⽕火)  箱根  宮ノ下富⼠士屋ホテル  12:30
   ｢卓話:クラブ管理理運営｣
‣21⽇日(⽔水)  ⼩小⽥田原北北  報徳会館  12:30

  ｢卓話:ガバナー公式訪問｣
‣22⽇日(⽊木)  ⼩小⽥田原中  報徳会館  12:30

  ｢卓話:⼩小川正⼈人地区会員増強・会員維持委員会副委員⻑⾧長｣
‣23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:クラブ広報委員会」  

‣25⽇日(⽇日)    ⼩小⽥田原城北北RAC  宗沢公園8:00
｢宗沢公園の草むしりとジャガイモの植え付け｣

‣26⽇日(⽉月)  ⼩小⽥田原  報徳会館  12:30
   ｢卓話:蓑宮武夫様/報徳エネルギー社⻑⾧長」

【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  

太⽥田  忠委員

ニコニコ箱 累計 目標

7月30日分 40,500 183,000 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

❖ ビジター
奥津  紀⼀一様（⾜足柄RC）
諏訪部  泉様（⾜足柄RC）
清⽔水  寿⼈人様（相模原柴湖RC）

❖ 新会員⼊入会式
松島  勝典さん
昭和30年年6⽉月17⽇日⽣生まれ
住友⽣生命保険  相互会社
住友⽣生命新松⽥田⽀支部の責任者をしています。
未熟ではありますが、皆さんと⼀一緒に何かの 　
お役に⽴立立てればと思っていますので、よろしく
お願いします。

❖ 会員誕⽣生⽇日
⽯石崎 　孝（8⽉月4⽇日）
⽥田代 　博信（8⽉月12⽇日）
菊地 　義雄（8⽉月16⽇日）

❖ 奥様誕⽣生⽇日
須藤 　広美  様（8⽉月8⽇日）

❖ ニコニコ箱

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

 　先週は、東京の百貨店で今年年初の弊社の
イベントを開催いたしました。そこは、⽇日
本の伝統⼯工芸品を数多く集めた売り場で
オープン当初から、特に外国⼈人観光客・在
住外国⼈人には⼈人気の⾼高い売り場でした。し
かし3.11の東⽇日本⼤大震災以降降、外国⼈人の
客⾜足は遠のいていました。
 　昨年年は東京フォーラムでIMFの総会が開
催されるなど外国⼈人観光客の⾜足も戻りつつ

あるとのことでしたが、その実感には程遠い感がありました。
しかし、先週約10ヶ⽉月ぶりに売り場に出ると、その様相は⼀一変
していました。売り場に来るお客様の3〜～4割が外国⼈人でした。
それも中国・韓国・東南アジア・欧⽶米と様々な国からのお客様
が戻っていたのです。この原因は、やはり円安の効果が⼀一番⼤大
きいのでしょうか？
 　外国⼈人の⽅方々の買い物に対する意欲は凄いものがあります。
その百貨店の担当部⻑⾧長の話ですが、最近売り場の棚の端から端
まで全部の商品を買い上げるという外国⼈人の強者がいたそうで
す。総額400万円の買い物だったそうです。20〜～30年年前のバブ
ル期に⽇日本⼈人が、海外の有名ブランドのショップで同じような
買い物をしたという逸話は聞いたことがあります。しかし現実
にそれと同じ話が、今⽇日⽇日本国内でも起きていることに⼤大変驚
きました。
 　ここの所何年年も百貨店の売上は、対前年年⽐比で下がり続けてい
ましたが、ここ数ヶ⽉月は対前年年⽐比8〜～9％増ということで⼤大変好
調です。参院選後の今⽇日、消費増税の論論議が盛んです。アベノ
ミクス効果をなかなか実感できない私達にとって、消費税率率率
アップを唱える⼈人達の論論拠の数字を後押ししているのは、この
消費意欲旺盛な外国⼈人たちではないかと思われるほどでした。
 　それからもう⼀一つこの売場から感じた事は、国際交流流の重要
性でした。新聞やTV  などのマスコミから流流れる、⽇日中・⽇日韓の
話題は、尖閣諸島問題、歴史認識識問題等、それぞれの国との緊
張感を刺刺激する話題ばかりで、⽇日中・⽇日韓の関係はここ何年年か
では最悪の状態にあると⾔言えます。しかし、私達⼀一⼈人⼀一⼈人の⼈人
間関係には全く無縁のもので、百貨店の売り場で、「これはお
前が作ったのか？」と問いかける中国⼈人に、「そうだ私が作っ
た寄⽊木細⼯工だ！」と⾔言うと、是⾮非⼀一緒に写真を撮らせてくれと
⾔言って笑顔で肩を抱いてカメラに収まる⼈人達に、平和とは何
か？つくづく考えさせられました。
 　もう⼀一点報告ですが、⾼高松南ロータリークラブ（2670地区）
のマスウド・ソバハ⼆二会⻑⾧長より全国のロータリークラブ宛に
メールが届きました。マスウド会⻑⾧長はペルシャ系アメリカ⼈人で
すがロータリー歴26年年の⼤大ベテランです。是⾮非、⾼高松南ロータ
リークラブの例例会へご出席をお願い致しますとの内容でした。
全国2287クラブへメールを出すだけでも⼤大変な⼿手間だと思うの
ですが、ホームページだけでも皆様ご覧ください。よろしくお
願いいたします。

❖ 出席報告

【⽋欠  席  者】 　8名
 　 　⽯石橋  徹、中村  維孝、中野  明、⼤大川  誠、⻄西 　寛、
 　 　清 　康夫、須賀  俊和、⽯石内  正彦
【今回MU】 　1名
 　 　中野 　明（7/21 　⼩小⽥田原城北北RAC）
【前回MU】      1名増加
 　 　志澤  昌彦（7/24 　社会奉仕）
【前々回MU】  増加なし

例例会報告：2013年年7⽉月30⽇日（晴れ）第1808回 　通常例例会

⼤大⽊木 　清  委員⻑⾧長

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30日 51(47) 39 1 85.11%

7月23日 50(49) 41 4 93.88%

7月16日 50(48) 42 2 91.67%

❖ 幹事報告
⾦金金⼭山  慶昭 　幹事

1)次週はヒルトンでの移動例例会ですが、理理事
の⽅方は16時より理理事会があります。
2)8⽉月のロータリーレートは100円です。
3)神静⺠民報とタウンニュースに名刺刺広告を掲
載いたしました。

❖ 卓話

❖ Table  Flower
•りんどう
•なでしこ
•トルコキキョウ
•雪柳柳
りんどう  の花⾔言葉葉は
「誠実」「正義」
なでしこ  の花⾔言葉葉は「純愛」「勇敢」
雪柳柳  の花⾔言葉葉は「愛嬌」「気まま」「⾃自由」

「⻘青少年年交換プログラムについて」

地区⻘青少年年交換委員会委員⻑⾧長
相模原柴胡ロータリークラブ 　

清⽔水寿⼈人 　様

 　2780地区・⻘青少年年交換委員会委
員⻑⾧長の清⽔水です。相模原柴胡ロー
タリークラブは創設9年年⽬目で会員も
16名しかおりません。歴史ある⼩小
⽥田原城北北クラブにお招きいただい
て光栄です。8/14からカナダのア
ビーちゃんという⼦子がお世話にな

ります。第9グループはいつも熱⼼心に活動してくださって
おり、ありがとうございます。
 　私は7年年間ずっと⻘青少年年交換委員会を続けていますが、
ここまで⻑⾧長くなったのには理理由があります。
娘が8年年前、このプログラムを利利⽤用してオーストラリアに
留留学させていただきました。この制度度は80数年年前にヨー
ロッパから始まり、元々ロータリアンの⼦子供の⾒見見聞を深
めさせるためのものでした。その⽬目的は今でも活きてい
ますので、ぜひお⼦子さん、お孫さんに安全で安⼼心なロー
タリー推奨の交換留留学を利利⽤用していただきたいです。⺠民
間よりずっと安く、年年間100万もかからずに⾏行行かれま
す。⾷食事やお⼩小遣い、全てロータリアンの会費から賄わ
れています。素晴らしい留留学制度度だと思いましたので、
娘に選考試験を受けさせました。皆さんも利利⽤用して、若若
いうちに良良い経験をさせてあげてはいかがでしょうか。
娘の出発の時は⼼心配もありましたが、ロータリーという
国際的組織の交換留留学ですので、可愛がられ⼤大事にされ
⾝身も⼼心も⼤大きくなって帰ってまいりました。オーストラ
リアのロータリアンの⽅方々には感謝しています。
 　第9グループは受け⼊入れは輪輪番制になっていると思いま
す。私の第5グループでは暗黙の了了解で、出したクラブが
預かる形になっていました。娘を留留学させた時に、12⼈人
しかいなかったクラブですぐに4名がホストファミリーの
名乗りをあげてくれました。その時は全員問題のない⼦子
たちでしたが、稀に素⾏行行の良良くないオチャメな⼦子が来る
こともあります。⼤大きな⼼心で⾒見見ていただいて、指導して
いただきたいと思います。
ここ数年年、⽇日本への留留学希望者が増えています。アニメ
や漫画の影響で⽇日本が第⼀一志望の⼦子が多く、嬉しい限り
です。今度度こちらでお世話になるアビーちゃんも、勉強
熱⼼心で良良い⼦子だと思います。可愛がっていただけたらあ
りがたいです。
 　接し⽅方ですが、「⾃自分の⼦子供と同じように」は難しい
でしょう。甥や姪を扱うような感じで、やさしく接して

いただくことが私たちの希望です。カウンセラーは絶対
に味⽅方になってあげてください。⼀一⼈人で⽇日本に来て相談
相⼿手もいないわけです。もしも間違ったことをしても、
会⻑⾧長、幹事、カウンセラー3⼈人で攻めることなく、カウン
セラーだけは味⽅方になっていただければ、と思います。
それがうまくいく秘訣です。
 　ホストファミリーを⾒見見つけるのは⼤大変と思いますが、
⾼高校の先⽣生に相談してみることも良良いと思います。同じ
学校の保護者で「預かりたい」と望んでいる⽅方もいらっ
しゃいます。アンケートなどで声をかけることも、ホス
トファミリーを捜す⼿手段の⼀一つです。
また11⽉月に選考試験がありますので、ぜひ⾝身内から学⽣生
を出してください。そこから留留学⽣生がもっと⾝身近な存在
になると思います。彼らは⺟母国へ帰ってから、⽇日本の良良
さを世界に伝える広告塔になってくれます。
 　国際理理解と平和への最⾼高の推進⼒力力は異異⽂文化を経験する
ことです。⼈人は国籍に関係なく⾃自分⾃自⾝身と⼦子供たちに
とって豊かな実りある⽣生活ができる、安全で居⼼心地の良良
い環境を望んでいます。全ての⼈人々の願望は同じです。
世界はもっと⾝身近で友好的な場所になるはず。⻘青少年年交
換プログラムは、多くの若若者たちに他国の⼈人や⽂文化を経
験させ、⽣生涯にわたる国際理理解の種を植える機会を提供
しています。これからもご協⼒力力をお願いいたします。

❖ 委員会報告
⼤大川 　会計委員

前期会費納⼊入期限は7⽉月末までです。⽶米⼭山奨学も7/31までです
ので、よろしくお願いします。

社会奉仕プロジェクト 　志澤リーダー
7/24に地区の社会奉仕セミナーがあり、神奈奈川県の安全防災局
危機管理理部災害対策課・⾦金金井課⻑⾧長さんの話を聞いてきました。
神奈奈川県では9/5午前11時から⼀一⻫斉避難訓練をやるので、ホー
ムページから是⾮非エントリーをお願いしますとのことでした。

雑誌・広報渉外委員会 　櫻井委員
「ロータリーの友」30ページに⽶米⼭山記念念奨学事業の基礎知識識が
ございます。改めてもう⼀一度度読んでいただきたいと思います。
また、38ページにRI指定記事が載っていますので各⾃自保管を
お願いします。


