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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1812回）
会場：⼩小⽥田原卸センター内会議室

⽇日時：2013年年9⽉月3⽇日 　12:30〜～13:30

司会：⽊木村  頼弘    副幹事井島   誠⾏行行様（⼩小⽥田原中RC・第2780地区ガバナー補佐）…
9⽉月10⽇日のガバナー公式訪問の前座として参りました。宜し
くお願い致します。
✴ビジター
⽥田島   武史様（東京⼤大崎RC）…⼩小⽥田原城北北RC様に初メーク
アップです。宜しくお願い致します。
関野  純⼀一様（⼩小⽥田原北北RC）…⼩小⽥田原北北の関野と申します。
どうぞよろしくお願い致します。
✴会員誕⽣生⽇日
杉崎   勝成さん…誕⽣生⽇日を祝って頂き有難うございます。9
⽉月2⽇日で61才になります。
✴奥様誕⽣生⽇日
⼀一⼨寸⽊木   信雄さん…妻の誕⽣生⽇日をお祝いしていただきありが
とうございます。
✴その他
執⾏行行部⼀一同…井島ガバナー補佐、ようこそおいで頂きまし
た。よろしくお願い致します。
⼩小嶋   章司さん…井島ガバナー補佐ようこそ。昨年年に引き続
きお世話になります。
太⽥田 　忠さん…藤圭⼦子さんのご冥福をお祈りして。
志澤   昌彦さん…これから⼩小学校の屋根貸しソーラーのテレ
ビ取材です。灼熱地獄がまっていそうです・・・（汗）
阿久津   馨さん…アッツイ夏8⽉月ももう少しで終わりです
ね。
⾕谷⼝口   和雄さん…明⽇日は久しぶりに釣りに⾏行行こうと思ってお
ります。⼤大漁を願って。

例例会報告：2013年年8⽉月27⽇日（晴れ）  第1811回 　通常例例会  

12:30 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

13:00 担当:  プログラム委員会  上⽥田委員⻑⾧長
卓話:  ⽢甘利利 　明代議⼠士第⼀一秘書  
                清島  健⼀一 　様
「アベノミクスは必ず成功する｣

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)｣

10⽉月1⽇日  通常例例会  12:30
担当:  指導者育成委員会
卓話:  地区担当委員
「職業奉仕について(仮)｣

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

-‐‑‒2013年年9⽉月-‐‑‒

‣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:⼭山⽥田仁美様・南⾜足柄市教育委員会委員/

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※⽊木曜⽇日⇐

｢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」  
‣16⽇日(⽉月)  ⼩小⽥田原  休⽇日休会
   ｢卓話:」

‣17⽇日(⽕火)  箱根  宮ノ下富⼠士屋ホテル  12:30
   ｢卓話:公式訪問対策/井島誠⾏行行AG｣
‣18⽇日(⽔水)  ⼩小⽥田原北北  報徳会館  12:30
   ｢卓話:荻原保典様・地区会委員維持増強委員⻑⾧長/

⽶米⼭山奨学F.｣

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

⾦金金宮秀典会員・⼀一⼨寸⽊木正直会員｣
‣20⽇日(⾦金金)  湯河原  ニューウエルシティ湯河原  12:30
   ｢卓話:会員担当による卓話｣
 　 　 　 　  ⾜足柄  おんりーゆー  12:30
   ｢卓話:  加藤正⼈人様・⼆二宮RC会員/

中井メガソーラーについて

【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27日分 19,000 261,000 1,300,000

■会報委員会からのお願い

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

 　会報委員会では、会報の表紙ページの下⽅方部分（現在この⽂文章
が掲載されている箇所）に掲載する原稿を募集しております。
内容としては
・ロータリーに関する記事、私⾒見見、関連イベントの案内
・配布当⽇日の卓話や前回までの卓話等に関する案内、補⾜足、意⾒見見
・ロータリーに関する解説
・随筆、俳句句、川柳柳などの趣味に関する発表
・その他会報にふさわしい内容、会員の親睦にふさわしい内容等
原稿の様式について
《⽂文字数》300〜～400⽂文字程度度（原稿⽤用紙１枚前後）
《写真》１〜～２枚程度度（⽂文字原稿の量量が少なければ３枚も可）
《原稿の締め切切り》配布⽇日の前週の⽊木曜⽇日中まで
《原稿の採否》配布する会報の原稿量量、あるいは事前に内容が決
定している場合等を含め、会報員会で採否を判断させて頂きま
す。また内容によっては掲載する⽇日を別途検討させ頂きます。

❖ Table  Flower
■ Abbyコーナー

26⽇日から学校も始まり元気に⻄西湘⾼高校へ通
い始めました。
⽊木村さんの奥様からアビーさんが⻄西湘⾼高校
の夏の制服を着⽤用した写真が届きました。
学校には⼀一緒に通ってくれる近くの⽅方がい
る様です。

❖ ビジター
⽥田島  武史様（東京⼤大崎RC）
関野  純⼀一様（⼩小⽥田原北北RC）

❖ 会員誕⽣生⽇日
杉崎  勝成さん（9⽉月2⽇日）

❖ 奥様誕⽣生⽇日
三宅宅  ⼀一枝さん（8⽉月28⽇日）
⼀一⼨寸⽊木  かをるさん（8⽉月29⽇日）

《お願い》原稿についてはなるべくパソコンなどで⼊入⼒力力したデジ
タル原稿でお願いします。
やむを得ず⼿手書きでの原稿になる場合は、できる限り楷書でお願
い致します。
《お問い合わせ先》会報委員会 　久保⽥田、⼩小林林まで
《メールでの原稿送付先》
k.kobayashi@shift-‐‑‒tech.jp（シフトテック⼩小林林まで）

http://www.odawarajhrc.jp
http://www.odawarajhrc.jp
mailto:info@odawarajhrc.jp
mailto:info@odawarajhrc.jp
mailto:k.kobayashi@shift-tech.jp
mailto:k.kobayashi@shift-tech.jp


ｐ

露露⽊木    清勝  会⻑⾧長
 　  先週末⼩小⽥田原・箱根商⼯工会議所の
議員例例会が開かれました。この時の
講演で地元⼩小⽥田原出⾝身で、現在ヤマ
トホールディングス株式会社、代表
取締役会⻑⾧長の瀬⼾戸薫⽒氏のお話を聞く
機会にめぐまれました。
 　主な内容は、クロネコヤマトの会
社の歴史とその経営哲学のお話でし
た。⻑⾧長いその歴史の中でも特に注⽬目さ

れたのが、昭和40年年代初頭通常の企業の物流流を担当する運
送業務をやめて、「宅宅急便便」業務へと全くのゼロからの新
しい事業を展開した所です。既にパナソニック等年年間数百
億円のある取引先を全て断り、多くの⼿手間と時間がかかる
宅宅急便便事業へ乗り出したのは相当思い切切った決断が必要
だったと思われます。
 　現在、私も含めて⽇日本の多くの企業がこの宅宅急便便のある
⽣生活に慣れ、逆に宅宅急便便が無い世の中の不不便便さを考えた
ら、⾃自分の企業の存続もままならない状況になってしまう
のではないかと思います。ヤマトグループの90年年にも及ぶ
歴史の中で、新しい決断を下す時のキーワードの⼀一つは、
「それが世のため⼈人のためになるかどうか？」ということ
だそうです。私感ですが、瀬⼾戸会⻑⾧長のお話の内容の多く
が、ロータリーの―四つのテスト―に通じるものが多く、
もしかするとこれこそがヤマトグループの経営哲学だと感
じました。皆様も機会があれば是⾮非聞いていただければと
思います。
 　先週出席してくれたAbbyさんは、昨⽇日から学校も始まり
元気に⻄西湘⾼高校へ通い始めました。これからもよろしくお
願いします。
 　また本⽇日は、第9グループガバナー補佐訪問例例会というこ
とで、⼩小⽥田原中ロータリークラブの井島誠⾏行行様にお越しい
ただきました。今⽇日は9⽉月10⽇日のガバナー公式訪問に備えて
皆様としっかり⼼心構えをしていきたいと思います。よろし
くお願いいたします

❖ 出席報告

【⽋欠  席  者】 　8名
 　 　菊地  義雄、内⼭山  修⼀一、荻野  善明、⽯石橋  徹、⼩小川  和夫
 　 　⾼高橋  哲也、⼩小楠  雅昭、⽯石内  正彦
【今回MU】 　1名
 　 　菊地  義雄（8/23 　⾜足柄RC）
【前回MU】        増加なし
【前々回MU】  増加なし

例例会報告：2013年年8⽉月27⽇日（晴れ）第1811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27日 51(48) 40 1 85.42%

8月20日 51(48) 37 3 83.33%

8月6日 51(50) 40 0 80%

❖ 幹事報告

(Save)をして下さい。初めての⽅方はログインしなければなりま
せんが操作⽅方法が分からなければ幹事まで御連絡ください。ク
ラブ会報委員会からも詳しい御案内があります。
3）  地区⼤大会の件ですが不不参加でも夜の懇親会にご参加をお願い
いたします。また、エクスカーションですがご家族の⽅方が対象
になります。参加⼈人数が少ない場合はバスでの参加は無くなり
ます。
4）  9⽉月のロータリーレートも8⽉月と同じ100円です。
5）  会報のメーキャップ情報で9⽉月3⽇日は、別館の菊華荘に変更更
になりました。
6）  会報の今後の例例会案内で次週9⽉月3⽇日の時間延⻑⾧長がなくな
り、内容はほぼ変わりませんが講師が都合により変わります。

❖ 卓話
「ガバナー公式訪問2週間前」

第9グループガバナー補佐(⼩小⽥田原中RC）
井島誠⾏行行 　様

 　7/2にクラブ協議会へ出させて
いただいてから早2か⽉月。前回の
時点で当クラブは素晴らしいク
ラブ活動計画書ができていまし
た。また今⽇日お邪魔して驚いた
のは会報が素晴らしいことで
す。感激しました。第9グループ
にはクラブの個性を⾮非常に感
じ、当クラブはちょっと乱暴暴な

くらい元気のいいイメージがあります。
2週間後、相澤ガバナーと公式訪問をいたします。相
澤ガバナーからは、今年年のRI会⻑⾧長ロン・バートンさん
の思い、相澤ガバナーご⾃自⾝身の思いをお話しくださる
そうなので、私からは地区の⽅方針について話をいたし
ます。
 　今年年のロン・バートン会⻑⾧長の経歴ですが、オクラホ
マ州ノーマンRCの出⾝身で⽶米国最⾼高裁での弁護が認め
られている法律律家でした。公的にはノーマン公⽴立立基⾦金金
の元会⻑⾧長、ノーマンコミュニティ基⾦金金の理理事、⽶米国
ボーイスカウトの評議会副会⻑⾧長も務めました。1979
年年にロータリアンとなり数々の役職や賞を受けていま
す。ロータリーの中核で⻑⾧長期間、⾃自分の⼈人⽣生の多くを
捧げていらっしゃいます。
この会⻑⾧長の⽅方針は「ロータリーを実践し皆に明るい⼈人
⽣生を」と掲げています。ロータリーから世界を⾒見見て、
その世界での⾃自分⾃自⾝身の役割を知り、地域社会の問題
を⾃自⾝身の問題と受け⽌止めて⾏行行動し、イニシアチブを発
揮し最善の努⼒力力をすること…それを意味しています。
 　ここ数年年、財団絡みのやり⽅方としての流流れは変化し
てきていますが、ロータリーの⼟土台は同じです。中核
的価値観、奉仕・親睦・多様性・⾼高潔性・リーダー
シップは変わっていません。ロータリーを真に実践し
て⼈人々の⼈人⽣生を豊かにすることによって、あなた⾃自⾝身
の⼈人⽣生が⼀一番豊かになるはずだ、とRI会⻑⾧長は提唱して
います。できるだけ恵まれない⼈人への奉仕をしてくだ
さい。

 　地区の活動⽅方針を3つにまとめました。「あくまで
もクラブが基本」。「継続性の推進」今年年だけでなく
3年年くらいの単位で有効にかんがえること。そして

「奉仕の実践、公共イメージの向上」2週間後にこの
テーマでクラブ協議会をやってほしいというガバナー
の要請で、準備をしています。この3つが⽅方針の根幹
になります。RIの戦略略計画の重点項⽬目に「クラブのサ
ポートの強化」「⼈人道的奉仕の重点化と増加」「公共
イメージと認知度度の向上」とあります。相澤さんは意
識識してこれを地区の中に取り込んでいるのでしょう。
継続性ということでは「3年年度度前からの継続性を更更に
推進したい。ロータリーはあくまでもクラブが基本で
あり、クラブに活⼒力力がなければ地区の活性化もRIの活
性化もあり得ない。その上で、地区の⽬目指す奉仕の実
践と公共イメージの向上にご理理解・ご協⼒力力いただきた
い」とよく仰っています。
 　最近皆さんが⾸首を傾げるのは、補助⾦金金に絡む戦略略計
画と未来の夢計画だと思います。難しくて細かくて嫌
に思う⼈人も多いでしょう。しかし⽶米国では財団という
ものは厳しくて当然、財団の基⾦金金を補助⾦金金として使う
以上はこれくらいの厳しさは当たり前なのです。
 　私は、上からの⽬目線で⾔言われている気がしていたの
ですが、研究したところ、勝⼿手に命令令している訳では
ないと気付きました。RIは2001年年に⻑⾧長期計画委員会
を作り、戦略略計画を始めました。ロータリーの理理念念に
準拠しながら、いかに近代的機能的活動や組織作りに
向かって進めるかということです。そして3回にわ
たってアンケートを取り、結果を反映させてきまし
た。世界中のロータリアンが求めている未来像は、柔
軟性と刷新性のある活⼒力力あるクラブ、効率率率良良い焦点を
絞った重点的な奉仕活動と実勢のある活発な活動であ
ることが分かりました。80％以上のロータリアンが
RIの戦略略会議の必要性を認め、ロータリーの中核とな
る価値観の重要性を認識識している。ロータリーの活動
の原点はクラブである。クラブ活動は柔軟に対応性を
重視する。奉仕活動は重点分野に焦点を当てるべき。
以上、アンケートの結果から出てきたことです。
 　最終的に3つの優先項⽬目「クラブのサポートの強
化」「⼈人道的奉仕の重点化と増加」「公共イメージと
認知度度の向上」と6つの重点項⽬目「平和と紛争予防・
紛争解決」「疾病予防と治療療」「⽔水と衛⽣生設備」「⺟母
⼦子の健康」「基本的教育と識識字率率率の向上」「経済と地
域社会の発展」を共通⽬目標と定めました。
このようなRIの⽅方針は⼀一⽅方的に決まった訳ではありま
せん。アンケートに基づいて⽅方向性を決め、その中で
具体的な⽅方向を決めて、それを基に地区の⽅方針が成り
⽴立立っているのです。どうぞご協⼒力力をお願いいたしま
す。実りある1年年にいたしましょう。

⾦金金⼭山  慶昭 　幹事

1）  RIJO－FAQの御案内をFAXさせていただ
きました。
登録いたしますと、国際ロータリー⽇日本事務
局の島村耕介さんから⾊色々なお知らせが届き
ます。会報にも掲載されています。
2）  昨⽇日からRIのホームページがリニューア
ルされました。⼤大変⾒見見やすくなり⼀一般的な⽅方

にはロータリーの概要がわかり、ロータリアンはMy  Rotaryをク
リックすると詳細なデータが閲覧できます。最初は英⽂文かも知れ
ませんが、Location/Languageをクリックして⽇日本語にして保存

❖ 委員会報告
国際奉仕プロジェクト委員会・中村委員⻑⾧長

「ハワイ友好クラブ調査に関するご案内」について。今回5つの
プロジェクトを考えており、新たな姉妹クラブ調査研究でハワ
イのロータリークラブを訪問します。⽇日程は10/1〜～5。
10/1(⽕火)の夜8時くらいに⼩小⽥田原を出発し、帰国は10/5(⼟土)の
夜です。詳細はご案内の裏裏⾯面に載っています。締め切切りは今週
⾦金金曜⽇日です。

会員増強委員会・櫻井委員⻑⾧長
9/17(⽕火)8：30からJ・ドリスで新会員歓迎会を⾏行行います。出⽋欠
席の返事を9/3までにお願いします。

斎藤会⻑⾧長エレクトより報告
先週⼟土曜⽇日、ロータリー財団補助⾦金金管理理セミナーに参加してき
ました。今後補助⾦金金を申請する時に必要な修了了証書をもらって
きましたが、有効期限は1年年間しかありませんので次々参加して
いただきたいと思います。

❖ Table  Flower
•りんどう
•ブバリア
•シオン

りんどうの花⾔言葉葉は「誠実」「正義」
ブバリアの花⾔言葉葉は「幸福な愛」「空想」
シオンの花⾔言葉葉は「思い出」「追憶」


