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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1810回）
会場：⼩小⽥田原卸センター内会議室

⽇日時：2013年年8⽉月20⽇日 　12:30〜～13:30

司会：⽊木村  頼弘    副幹事

✴ビジター
執⾏行行部⼀一同…本⽇日は会場監督、親睦委員会ご苦労様です。
⼤大変楽しみにしております。
親睦委員会⼀一同…本⽇日は納涼例例会懇親会の部を担当させて
頂きます。よろしくお願いします。
会場監督⼀一同…本⽇日の納涼例例会、皆様お越し頂き有難うご
ざいます。これからが夏本番です。おいしい料料理理と楽しい
⼀一時を過ごして頂き、今年年の夏も乗り切切りましょう。最後
まで宜しくお願いします。
⼩小林林  泰⼆二さん…本⽇日はお世話になります。
⼟土岐  博也・⼀一⼨寸⽊木  信雄さん…お世話になります。
清    康夫さん…本⽇日は楽しみにしております。昨⽇日、⼩小⽥田原
ＲＣにてメークアップしてきました。
本多   純⼆二さん…会場監督、親睦委員会の皆様、設営ご苦労
様です。今晩は充分楽しませて頂きます。
菊地   義雄さん…今⽉月古希となります。会社も⼦子供も健全に
育っております。皆様のおかげです。
渡部   重海さん…今宵の家族例例会を楽しみにしております。
設営されました委員会の皆様ご苦労様でした。
三宅宅   常公さん…本⽇日夫婦共々お世話になります。楽しみに
していました。
⽥田代  博信・太⽥田  忠・鈴鈴⽊木  友徳・上⽥田  博和さん…担当の皆
様、設営ご苦労様です。本⽇日よろしくお願い致します。
⽯石崎  孝さん…関係委員会の皆様ご苦労様です。
⼤大⾕谷  宏・中野  明さん…執⾏行行部並びに関係委員会の皆様ご苦
労様です。今宵は楽しませて頂きます。
⼩小嶋   章司さん…⾜足柄⾦金金太郎郎まつりに私の友⼈人の弘前の絵師
が描いたねぶたが出ました。⾼高さ６メートルのねぶたは雄
壮でした。齋藤さんお世話に成りました。
久保⽥田   知⼦子さん…学⽣生オペラ楽しみにしております。設営
ご苦労様です。
⼩小川  和夫・⼀一⼨寸⽊木  信雄さん…今⽇日もお世話になります。
⼩小林林   和彦さん…①先⽉月宮崎ロータリークラブ様に弊社の商
品を採⽤用していただきましたので少々。②まだ⾔言えません
が、近くの市で弊社の商品採⽤用の内定をいただきましたの
で少々。
櫻井   康⼆二さん…本⽇日の納涼例例会を楽しみたいと思います。
宜しくお願いします。
⾕谷⼝口   和雄さん…先⽇日横浜の花⽕火⾒見見学へ⾏行行きました。素晴ら
しかったです。

例例会報告：2013年年8⽉月6⽇日（曇り）  第1809回 　納涼例例会  

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
「⼿手に⼿手つないで」
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:  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｣

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

9⽉月17⽇日  通常例例会  12:30
担当:  プログラム委員会  上⽥田委員⻑⾧長
卓話:  光妙寺住職  柴⼭山⾹香奈奈(コウナ)様(本名:シバヤマ  カナ)
「奉仕について｣

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

-‐‑‒2013年年8⽉月-‐‑‒

‣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」

‣27⽇日(⽕火)  箱根  移動例例会  M.U.不不可
  ｢卓話:家族親睦会｣

‣28⽇日(⽔水)  ⼩小⽥田原北北  報徳会館  12:30
  ｢卓話:会員増強フォーラム｣

‣29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｣

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

 　 　 　 　  ⾜足柄  おんりーゆー  12:30
   ｢卓話:明治ハム取締役をお招きしての卓話」  

-‐‑‒2013年年9⽉月-‐‑‒

‣2⽇日(⽉月)  ⼩小⽥田原  報徳会館  12:30
   ｢卓話:新世代奉仕委員会/クラブフォーラム」

‣3⽇日(⽕火)  箱根  宮ノ下富⼠士屋ホテル  12:30
   ｢卓話:新世代奉仕委員⻑⾧長・渡辺浩司会員｣

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

‣5⽇日(⽊木)  ⼩小⽥田原中  報徳会館  12:30
   ｢卓話:城啓⼆二様・神奈奈川県サッカー協会副会⻑⾧長/
 　 　 　 　サッカーの兄弟/サッカー界の変化｣

‣6⽇日(⾦金金)  湯河原  ニューウエルシティ湯河原  12:30
   ｢卓話:細⾕谷信雄会員｣

 　 　 　 　  ⾜足柄  おんりーゆー  12:30
   ｢卓話:新世代育成委員会

【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  

阿久津  肇委員

ニコニコ箱 累計 目標

8月6日分 42,000 225,000 1,300,000

ようこそ！Abbyちゃん

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

❖ ニコニコ箱

　　相応しい会員をご紹介ください！

R A C
会員募集中

 　14⽇日午後、JAL17便便で成⽥田空港に到着する⻘青少年年交換学⽣生Abby  Geddesさんを、会⻑⾧長・幹事、柳柳井カウンセラー、ホストファミ
リーの⽊木村副幹事とフランスに留留学経験のあるお嬢様とでお迎えに⾏行行ってきました。JALの到着予定が1時間早まり我々の⽅方が30分
遅く着く事になりましたが、そのお陰で到着ロビーでの待ち時間は5分と少なく、露露⽊木会⻑⾧長や柳柳井カウンセラーの⾃自前のパネルを掲
げる中、重い荷物を両⼿手に笑顔のAbbyちゃんと会うことが出来ました。電⾞車車に乗るのが初めてと⾔言うAbbyちゃんでしたが、時差と
疲れで⾞車車窓から景⾊色を眺める気⼒力力もなかったようでした。通訳と添乗員をやっていただいた⽊木村さんのお嬢様のお陰で19時前に無
事⼩小⽥田原に到着いたしました。翌15⽇日は⻄西湘⾼高校校⻑⾧長にご挨拶と休む暇もありませんが、20⽇日の例例会には⽊木村さんがお連れすると
思います。今回偶然にも⼩小⽥田原市のチュラビスタ派遣⽣生として出国するROTEXの島⽥田綾綾⼦子さんに短い時間でしたが会うことがで
き、Abbyちゃんにも先輩としてアドバイスをしていただきました。彼⼥女女のように逞しくなって来年年の春には⽇日本語で会話するAbby
ちゃんが楽しみです！

西湘高等学校にて

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
今年年は、早い梅⾬雨明けの後猛暑が続
きました。その後暑さも⼀一息つく状
態が続いていましたが、今週からど
うやら暑さが戻ってきそうな気配で
す。
そのような中、本⽇日の納涼例例会に多
くのご家族の皆様⽅方にご参加をいた
だき⼤大変ありがとうございます。
 　また親睦委員会、会場監督の皆様

⽅方には早い時間からの設営⼤大変お疲れ様です。最後まで
よろしくお願い申し上げます。今⽇日は皆様⽅方と楽しいひ
とときを過ごせればと思います。よろしくお願い申し上
げます。
 　本年年度度は、⻘青少年年交換学⽣生受⼊入の輪輪番に当クラブはあ
たりまして、カナダからアビー・ゲデスさんをお迎えい
たします。今⽉月14⽇日には来⽇日される予定です。彼⼥女女は、
現在17歳の⾼高校⽣生で、こちらでは第1ホストファミリー
の⽊木村頼弘さん宅宅から、⻄西湘⾼高校に2年年⽣生として通いま
す。カウンセラーには柳柳井さんをお願いしてあります。
先週の⼟土曜⽇日は、来⽇日学⽣生を預かるクラブへのオリエン
テーションがあり、私と柳柳井カウンセラーが参加をして
参りました。
この⻘青少年年交換学⽣生プログラムは、80年年以上の歴史があり
毎年年8000⼈人あまりの⾼高校⽣生が1年年間の留留学を経験します。
このプログラムの⽬目的。『戦争は⼈人の⼼心が作るのだか
ら、⼈人の⼼心の中に平和の垣根を築かなければならない』
（ユネスコ憲章からの抜粋）の⾔言葉葉が⽰示すように、⻘青少
年年交換プログラムだけではなく、⽶米⼭山やロータリー財団
の奨学⽣生、もっと⾔言えばロータリークラブの新世代奉
仕・国際奉仕のプログラムの⽬目的は、世界平和の希求な
のかもしれません。そんな意味でもアビーちゃんを我々
城北北ロータリークラブをあげて歓迎したいと思います
し、そのためにもご家族のご理理解も改めてお願いしたい
と思います。よろしくお願い申し上げます。

❖ 出席報告

【⽋欠  席  者】 　10名
 　 　河野  秀雄、⻄西 　寛、中村  維孝、⽯石内  正彦、
 　 　須賀  俊和、辻村  彰秀、⼤大川  誠、⽯石橋  徹、
 　 　⼤大川  裕、松島  勝典
【今回MU】 　0名
【前回MU】      1名増加
 　 　清 　康夫（8/5 　⼩小⽥田原RC）
【前々回MU】  増加なし

例例会報告：2013年年8⽉月6⽇日（曇り）第1809回 　納涼例例会

⼀一⼨寸⽊木  信雄  委員⻑⾧長

会場：ヒルトン⼩小⽥田原リゾート＆スパ
時間：17:30〜～20:30

❖ 会⻑⾧長挨拶 出席報告 会員数 出席 M.U 出席率

8月6日 51(50) 40 0 80.00%

7月30日 51(47) 39 1 87.23%

7月23日 50(49) 41 4 93.88%

❖ 幹事報告
⾦金金⼭山  慶昭 　幹事

8⽉月13⽇日は夏休です。
7⽉月のメーキャップの連絡は本⽇日中に
事務局までお願いいたします。
事務局の休みは9⽇日から18⽇日です。
何かございましたら幹事まで連絡して
下さい。

❖ ヒルトン⼩小⽥田原リゾート＆スパ

❖ 委員会報告
ローターアクト委員⻑⾧長 　須藤さん

明⽇日、ローターアクトの8⽉月の第⼀一例例会がマロニエで開催されま
す。時間は19:30分からです。内容は当クラブの露露⽊木会⻑⾧長の卓話
になっておりますので、皆様の参加をお待ちしております。

❖ ローターアクト例例会報告
⽇日時：8⽉月7⽇日（⽔水） 　19：30〜～
場所：川東タウンセンターマロニエ204号室
内容：RC会⻑⾧長、露露⽊木清勝様による講演


