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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1811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27⽇日 　12:30〜～13:30

司会：⽊木村  頼弘    副幹事

✴その他
執⾏行行部⼀一同…アビー・ゲデスさんが来⽇日されました。とて
も素直ですばらしい⼦子です。⼀一年年間よろしくお願い致しま
す。
清 　 康夫さん…①この春から夏までに野菜を育て、トマ
ト、ナス、ピーマン、ニンジン、キュウリ、ゴーヤ、レタ
ス、ホウレンソウ、ジャガイモ、ショウガ、コマツナ、ミ
ズナ、スイカ、ゴボウ、タマネギ、ネギ、クレソン、ダイ
コン、カボチャ、キャベツ。なんと20種類有りました。健
康管理理の⾷食事に野菜が多くなりました。②8⽉月9⽇日〜～8⽉月12
⽇日まで軽井沢・草津へ家内と⾏行行き、観光と釣りを楽しんで
来ました。＊本⽇日の⾕谷⼝口さんのスピーチが楽しみです。＊
例例会場のリフォームが終わりました。
中村   維孝さん…スペインから無事に帰国しました。美味し
いものを⾷食べすぎて肥満気味となりました。
⼤大⾕谷 　 宏さん…今年年の夏は暑いですね。気合いで乗り切切り
たいものです。皆様お体ご⾃自愛下さい。
⼩小嶋   章司さん…93才の⺟母親がころんでしまい、痛い病で近
所の医者までおぶって⾏行行きました。ドラマだと「こんなに
軽くなっちゃって」私の⺟母親はしっかり重かったです。ま
だまだ⼤大丈夫だと思いました。さいわい⾻骨折・ひびもなく
⽇日がらもののようです。
須賀   俊和さん…タイに⾏行行って来ました。例例会を2回休んで
しまいご迷惑おかけ致しました。
柳柳井  渉さん…8⽉月14⽇日、交換学⽣生のABBYさんをお迎えに露露
⽊木会⻑⾧長、⾦金金⼭山幹事、⽊木村副幹事、⽊木村さんのお嬢さんと私
の5名で⾏行行って来ました。1年年間よろしくお願いします。
⼀一⼨寸⽊木   信雄さん…梱包管理理⼠士の試験に⼆二男・三男が合格
し、私を含めて我が社は5名になりました。お祝いとして
少々。
⼩小川  和夫さん…8⽉月7⽇日〜～19⽇日までアメリカのグランドサー
クル国⽴立立公園を10か所巡りました。アッパープライスキャ
ニオンの写真を⾒見見て下さい。
⾕谷⼝口  和雄さん…本⽇日はよろしくお願い申し上げます。

例例会報告：2013年年8⽉月20⽇日（晴れ）  第1810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:  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｣

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】

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｣

9⽉月24⽇日  通常例例会  12:30
担当:  柳柳井  渉新世代育成委員⻑⾧長
卓話:  ⼩小関  拓拓  地区ローターアクト代表
「新世代育成について(仮)｣

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

-‐‑‒2013年年8⽉月-‐‑‒

‣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:古藤友⼦子様/⼆二宮尊徳の卓話｣

‣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:南⾜足柄市教育委員会教育委員⼭山⽥田仁美様/

30年年前と現在の教育問題」

‣9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」

‣10⽇日(⽕火)  箱根  宮ノ下富⼠士屋ホテル  12:30
   ｢卓話:研修リーダー 　杉⼭山幹雄会員｣

‣11⽇日(⽔水)  ⼩小⽥田原北北  報徳会館  12:30
   ｢卓話:⽴立立花学園⾼高等学校  野球部監督  菅野様｣

‣12⽇日(⽊木)  ⼩小⽥田原中  移動例例会  M.U.受付なし
   ｢卓話:会員家族親睦会｣
 　 　 　 　 　⼩小⽥田原城北北RAC  マロニエ  19:30

｢滝沢会員イニシエーションスピーチ｣

‣13⽇日(⾦金金)  湯河原  移動例例会  M.U.受付なし
   ｢卓話:下草刈り｣

 　 　 　 　  ⾜足柄  おんりーゆー  12:30
   ｢卓話:未定」  

【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20日分 17,000 242,000 1,300,000

■RIJO-FAQ サービス開始のご案内

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

 　このたびRI⽇日本事務局では、RIJO-‐‑‒FAQ（RI  Japan  Office    
Frequently  Asked  Questions）というメール配信サービスを開始い
たします。これは任意参加型のものになり、よくある質問＆回答、
時期的なニュースなどを随時お知らせいたしますので、ご参加いた
だくことでクラブ業務がよりスムーズになります。
■スケジュール
 　メール配信期間：2013年年8⽉月1⽇日開始〜～2014年年6⽉月30⽇日迄
■配信登録の⽅方法
 　件名に「RIJO-‐‑‒FAQ  登録希望」と書いて、登録希望するメールア
ドレスから  rijapan@rotary.orgにメールをお送り下さい。
 　本⽂文には、クラブ名／⽒氏名／会員ID番号をご記⼊入願います。
■配信解除の⽅方法
 　件名に「RIJO-‐‑‒FAQ  解除希望」と書いて、解除希望するメールア
ドレスから  rijapan@rotary.orgにメールをお送り下さい。
 　本⽂文は不不要です。

❖ Table  Flower
•キノブランチース
•ヒペリカム
•スプレーカーネーション

キノブランチースの花⾔言葉葉は、
「いつまでも変わらない」
ヒペリカムの花⾔言葉葉は、
「きらめき」「秘密」
スプレーカーネーションの花⾔言葉葉
は、
「集団美」「素朴」

■ Abbyコーナー
⻘青少年年交換留留学⽣生として来⽇日中のAbbyさんに関する記事を掲載して
いきます。
＜2013年年8⽉月24⽇日＞
ガバナー事務所にて他の留留学⽣生たちと⼀一緒にオリエンテーションが
ありました。その際にロータリーより留留学⽣生たちに浴⾐衣が配られま
した。
上段の真ん中が
Abbyちゃんで
す。

http://www.odawarajhrc.jp
http://www.odawarajhrc.jp
mailto:info@odawarajhrc.jp
mailto:info@odawarajhrc.jp
mailto:rijapan@rotary.org
mailto:rijapan@rotary.org
mailto:rijapan@rotary.org
mailto:rijapan@rotary.org


露露⽊木    清勝  会⻑⾧長
 　先程もご紹介いたしましたが、⻘青少年年
交換学⽣生のアビーさん、先週の14⽇日に来
⽇日されました。当⽇日の出迎えには、私と
幹事の⾦金金⼭山さん、カウンセラーの柳柳井さ
ん、ホストファミリーの⽊木村さんとで⾏行行
く予定でしたが、おじさん4⼈人だけでは
アビーさんが気後れするのでは・・・と
⼼心配して⽊木村さんの娘さんが同⾏行行してく
れました。成⽥田着が16:30分の予定でし
たが、1時間以上も到着が早まりまし

た。我々も早めの成⽥田着の予定を組んでいましたので、ほとんど
タイムラグ無くアビーさんと到着ロビーで出会うことが出来まし
た。しかし⻑⾧長旅の疲れと初めての地での緊張からか、あまり体調
が万全ではなかったアビーさん、⽊木村さんの娘さんが同⾏行行してい
ただいたことで、英語が堪能なこと、同性であることが、⼤大変な
助けになりました。本当にありがとうございました。
 　また、当⽇日はROTEXの島⽥田綾綾⼦子さんも偶然成⽥田空港に居合わ
せたことから、到着間もない不不安げなアビーさんに交換学⽣生の先
輩らしく、英語で励ましの⾔言葉葉をかけてくれました。彼⼥女女は、地
区のROTEX副会⻑⾧長として活躍する他にも⼩小⽥田原市の姉妹都市チ
ュラビスタ市との交流流事業にも参加していて、これから17：25
分発の⾶飛⾏行行機でチュラビスタへ向かうとのことでした。ロータリ
ーファミリーとしての島⽥田さんにも、これから我がクラブの活動
にも参加してもらえればと思います。
 　そして、今回⼤大変驚いたことは、ネット社会の凄さです。我が
⾦金金⼭山幹事は、クラブでもその道のエキスパートだと思いますが、
事前になんとアビーさんのお⽗父様とフェイスブックでお友達にな
っていたのです。
ですから14⽇日14：11分の新幹線に乗る前に⼩小⽥田原駅に集合した
我々の写真を撮影して、すぐにアビーさんのお⽗父様にこれから空
港にアビーさんの出迎えに⾏行行くと送信しました。するとすぐにお
⽗父様からアビーのことが⼼心配で、パソコンの画⾯面上でネットを使
い、アビーさんの乗った⾶飛⾏行行機を追跡しているとのこと。しかも
これらのやりとりは⾃自動翻訳サービスにより⽇日本⽂文は英⽂文で送ら
れ、英⽂文は⽇日本⽂文で着信します。海の向こうのアビーさんの親族
とライブで結ばれることで、どれほど安⼼心を伝えることができる
のか？地球上の距離離感が益々なくなるような気がします。
 　また、今⽉月は増強⽉月刊です。本⽇日は3⼈人の新会員のスピーチで
すが、今後とも⼀一⼈人でも多くの⼊入会者が増えますように、会員の
皆様⽅方のご協⼒力力をお願いして挨拶に変えさせていただきます。

❖ 出席報告

【⽋欠  席  者】 　10名
 　 　菊地  義雄、本多  純⼆二、⽯石橋 　徹、内⼭山  修⼀一、
 　 　⼤大川 　裕、⻄西 　寛、⼤大川 　誠、久保⽥田  知⼦子、
 　 　⽯石内  正彦、⽊木村  啓滋、⾼高橋  哲也
【今回MU】 　3名
 　 　菊地  義雄（8/9 　⾜足柄RC）
 　 　本多  純⼆二（8/8 　⼩小⽥田原中RC）
 　 　久保⽥田  知⼦子（8/7 　⼩小⽥田原城北北RAC)
【前回MU】    休会
【前々回MU】  増加なし

例例会報告：2013年年8⽉月20⽇日（晴れ）第1810回 　通常例例会

⼀一⼨寸⽊木  信雄  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

8月20日 51(48) 37 3 83.33%

8月6日 51(50) 40 0 80%

7月30日 51(47) 39 1 87.23%

❖ 幹事報告

3）看板賠償責任保険の件・飯泉に建っている看板の保険の更更新
をいたします。
4）  ガバナー公式訪問の件・1時間の時間延⻑⾧長と内容が決定いた
しました。
5）地区⼤大会の件・10⽉月27⽇日に藤沢でありますが、多くの会員
で参加終了了後新会員を中⼼心に懇親会を開催いたします。募集は
後⽇日いたします。
6）例例会時間延⻑⾧長の件・9⽉月3⽇日と10⽉月22⽇日は15分の延⻑⾧長
になります。

⼩小嶋章司地区会員増強委員は現在地区内で会員拡⼤大⽉月間に伴い
卓話を⾏行行っています。8⽉月6⽇日厚⽊木RC・9⽇日⾜足柄RCは終了了し、
今後23⽇日湯河原RC・28⽇日⼆二宮RCの予定になっています。

指導者育成委員会主催の豪華な講師による新会員3名のための勉
強会を例例会終了了後開催されます。
⽌止むを得ない場合を除き例例会⽋欠席のご連絡は前⽇日までにお願い
いたします。

❖ 卓話
「新会員3名によるイニシエーションスピーチ」

荻野  善朗 　様

 　7⽉月の年年初例例会で無事に⼊入会承認をい
ただきました荻野と申します。13年年
前、30歳まで⼩小⽥田原城北北ローターアク
トクラブに在籍していました。年年齢は
現在43歳、1969年年⽣生まれです。住ま
いは⼭山北北町で、30歳までは松⽥田町にい
ました。⼤大学卒業後、住友海上の保険

代理理店研修制度度にお世話になり、1996年年に個⼈人で保険代理理
店を開業いたしました。仕事はその後法⼈人化しておりま
す。⼦子供は⼩小4の⻑⾧長男、⼩小1の⻑⾧長⼥女女、⼆二⼈人です。
 　ロータリークラブとのきっかけは、社会⼈人サッカーの⼤大
会に20期会⻑⾧長・沢先輩からお声をかけてもらったことで
す。チームメート何⼈人かと抽選会のつもりで⾏行行ったら、ス
ーツ姿の諸先輩⽅方にローターアクトクラブ設⽴立立メンバーの
勧誘を受けたのでした。ちょうど⾃自分で仕事を始めた頃で
す。社会⼈人として初めて経験することもたくさんあり、カ
ルチャーショックもあり、分かりにくいところもありまし
たが、4年年⽬目でローターアクトの会⻑⾧長をさせていただきまし
た。その時の会⻑⾧長さんたちには⼤大変お世話になりました。
 　その後もロータリーの⽅方々とは様々な縁で繋がりが続
き、最初にお声をかけていただいたきっかけがなかったら
と、⼀一期⼀一会を感じます。偶然の出会いがうまくかみ合っ
て連鎖して良良い⽅方向に話が進んでいき、今このように皆さ
んの前でお話しできることは本当にありがたいことだと感
謝しています。⼀一⽇日でも早く皆様に近付けるよう、⼀一⼈人前
のロータリアンとなれるよう、精進していく所存です。ど
うぞよろしくお願いいたします。

⾕谷⼝口  和雄 　様

 　私は昭和33年年3⽉月、⾼高校卒業と同時
に⽗父が経営していた⾕谷⼝口商店に⼊入社し
ました。⽸缶詰、佃煮、漬物、⾷食料料品の
卸をやっており、弟たちと兄弟3⼈人で
家業を継ぐことになりました。「3本
の⽮矢は折れない」と⾔言いますが、性格
も違い、なかなか意⾒見見が合わないのが
実情でした。

 　そこで⾃自分はほかの商売をやろうと独⽴立立いたしました。
ライトバン1台での出発でしたが、毎⽇日がむしゃらに働いて
少しずつ⼤大きくしていきました。当時のヒット商品として
は、鰹節と紫蘇を混ぜた梅⼲干しがあります。そこから、こ
れとこれを合わせたら、ブレンドしたらと考えて観光⼟土産
のヒットをいくつか出しました。今でも飲みに⾏行行くとお通
しを⾒見見て『あれと混ぜたら⾯面⽩白いんじゃないか』など考え
てしまいます。⼀一つヒット商品が出ると3年年くらい⾷食いつな
いでいけますが、その間に次のヒットを⾶飛ばさなくてはい

けません。新しい商品を考えることを今でも⽇日課としてい
ます。
 　現在は通信販売やスーパーへの⾷食品卸部⾨門も開設してお
ります。主⼒力力の観光⼟土産も、全国の有⼒力力な問屋への仲卸を
進めています。地⽅方のお得意様も増えてきました。家族が
佐渡旅⾏行行で買ってきたお⼟土産がうちの商品だったという笑
い話のようなこともありました。4年年前からこの卸センター
にお世話になっております。これからも⾷食品の安全と安⼼心
を考え、良良い商品を世に出すように⼼心がけていきたいと思
っています。
 　最後になりますが、三度度の飯より釣りが好きです。「仕
事ができるようになりたければ釣りをしろ！」という記事
をコピーしてきましたので、読んでみてください。皆様と
共に楽しく学び成⻑⾧長していきたいと思っています。

松島  勝典 　様

 　松島と申します。⽣生まれは昭和30
年年、58歳になりました。仕事は住友⽣生
命の⽀支部⻑⾧長、営業所のマネージメント
をしています。担当エリアは松⽥田・⼤大
井・中井・開成・⼭山北北・南⾜足柄・⼩小⽥田
原・秦野⽅方⾯面です。ご加⼊入のお客様を
中⼼心に⼈人⽣生設計・⽣生活設計のお役に⽴立立
てるよう保険の⾒見見直しや新規のお客様

作りをしています。事務所は⼩小⽥田急新松⽥田駅のそばです。
 　出⾝身は茨城県で、⽣生まれてすぐ⼤大⽥田区蒲⽥田に移りまし
た。⼩小中学校は多摩川の⼟土⼿手でよく遊んだものです。⾼高校
は茨城に戻って⽔水⼾戸商業、野球の強い⾼高校です。
社会⼈人のスタートは上板橋にある印刷会社でした。4年年間在
籍して版下職⼈人をやり、残業は⽉月100時間を超えていまし
た。2徹3徹したこともあります。その中で、最初に注⽂文を
受ける営業の仕事は⼤大切切だと考え、部署の移動を願い出ま
したが、却下されて退職しました。そして新聞広告で住友
⽣生命の営業管理理職を知り、全く極端な営業の世界に⾶飛び込
んだのでした。皆に無理理と⾔言われましたが、結果的には30
年年以上勤めています。
 　⼊入社して3か⽉月間は⽸缶詰で新⼈人研修を受けました。⾮非常に
厳しく、今の感覚では⾮非常識識な研修でしたが、何とか卒業
して神⽥田⽀支社でスタートしたのでした。昨年年松⽥田に着任す
るまでは労働組合の中央執⾏行行委員を4年年間やっておりまし
た。
 　趣味は旅⾏行行です。紅葉葉が⼤大好きで温泉とセットでよく訪
ねています。箱根や⾜足柄,松⽥田の寄も紅葉葉がきれいで、今年年
は地元の紅葉葉を楽しみにしています。映画も好きで昔は名
画館巡りをしたものです。健康のため、これからウォーキ
ングもしようかと考えています。
 　皆様にご迷惑をかけず、⾜足⼿手まといにならないように、
少しでもお役に⽴立立てるように、⾃自分の勉強にもなるように
頑張っていきたいと思います。

⾦金金⼭山  慶昭 　幹事

理理事会報告(抜粋)
1）新たな姉妹クラブ調査研究の件(国際奉仕
プロジェクト)・ハワイ友好クラブ調査で
10/1〜～5⽇日に⾏行行きます。
2）⻘青少年年交換学⽣生募集の件・1名推薦があり
ました。

❖ ⻘青少年年交換留留学⽣生のアビーさん
柳柳井  渉 　新世代育成委員会委員⻑⾧長

8/14に来⽇日しましたアビー・ゲティスさんです。これから1年年我々
のクラブでお世話をしていきますので、よろしくお願いします。

「初めまして。私はアビー・ゲティスです。17歳です。カナダの
カウチン・ベイから来ました。まだ⽇日本語がうまく話せません。
⼀一所懸命勉強して⽇日本語がうまくなりたいです。今⽇日は皆さんに
会えてとてもうれしいです。よろしくお願いします。ありがとう
ございました」


