
第1614号

　相応しい会員をご紹介ください！

R A C
会員募集中

国際ロータリー第2780地区

⼩小⽥田原城北北ロータリー・クラブ
R.I. DISTRICT No.2780
ODAWARA JOHOKU R.C. 
2013-2014
WEEKLY BULLENTIN

【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1813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10⽇日 　12:30〜～14:30

司会：⽊木村  頼弘    副幹事
✴ビジター
⼭山地   裕昭様（⾜足柄RC）…ご無沙汰しております。宜し
くお願いします。
千村  憲⼀一様（⾜足柄RC）…いつもお世話になります。
鈴鈴⽊木さん、辻村さん先⽉月はご苦労様でした。
✴奥様誕⽣生⽇日
中村   維孝さん…妻の誕⽣生⽇日をお祝いいただきありがとう
ございます。いくつになっても誕⽣生⽇日はうれしいようで
す。素敵なお花をいつも楽しみにしています。
✴その他
清 　 康夫さん…10⽉月1⽇日より相模原営業所を開設するこ
とになり、8営業所となりますが、3年年後の50周年年には
10営業所となるよう計画をしております。
⼩小嶋  章司さん…93才の⺟母親が⼀一⼈人で歩けるようになりま
した。ご⼼心配をおかけいたしました。
⾕谷⼝口   和雄さん…まだまだ暑くなります。皆様ご⾃自愛を。
先⽇日海釣りに⾏行行き、カワハギを7匹釣りました。

例例会報告：2013年年9⽉月3⽇日（晴れ）  第1812回 　通常例例会  

【今後の例例会・卓話スケジュール】

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)｣

10⽉月8⽇日  通常例例会  12:30
担当:  ⽶米⼭山記念念奨学委員会
卓話:  地区担当委員
「⽶米⼭山奨学・⽶米⼭山学友について(仮)｣

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

‣23⽇日(⽉月)  ⼩小⽥田原  休⽇日休会
   ｢卓話:」
‣24⽇日(⽕火)  箱根  宮ノ下富⼠士屋ホテル  18:00
   ｢卓話:ガバナー公式訪問/相澤光春ガバナー｣
‣25⽇日(⽔水)  ⼩小⽥田原北北  報徳会館  12:30

  ｢卓話:前地区広報委員⻑⾧長 　⻑⾧長⾕谷川洋平様/
地区広報について｣

‣26⽇日(⽊木)  ⼩小⽥田原中  報徳会館  12:30
   ｢卓話:ガバナー補佐公式訪問/井島誠⾏行行AG｣

‣27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/新世代奉仕｣
 　 　 　 　  ⾜足柄  おんりーゆー  12:30
   ｢卓話:後藤忠雄PG(横須賀南RC)/

ロータリーの基礎知識識」

【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

9月3日分 10,000 271,000 1,300,000

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

■ Abbyコーナー
この⽇日は⼤大磯ロングビーチにやってきました。お⽗父さんも元
⽔水泳選⼿手だけあって彼⼥女女も競泳⽤用のプールで⾒見見事なバタフラ
イを⾒見見せてくれました。地元の⽔水泳競技会にも出場し優勝経
験も何度度かあるようです。陽射しの強さに参ってました。

⼀一緒にいるのは私の孫の由
季です。お互い⽇日本語がト
ンチンカン同⼠士、何か通じ
合うものがあるあるみたい
です(笑)
 　
 　⽊木村綾綾乃様より
 　(⽊木村頼弘さんの奥様)

❖ ビジター
⼭山地 　裕昭様（⾜足柄  RC）
千村 　憲⼀一様（⾜足柄RC）

❖ ゲスト
清島 　健⼀一様（経済再⽣生⼤大⾂臣 　第1秘書）
⼭山⼝口 　泰治様（経済再⽣生⼤大⾂臣 　秘書）
アビー・グデスさん（⻘青少年年交換学⽣生）
⽊木村 　綾綾乃さん（⽊木村頼弘さんの奥様）

❖ 奥様誕⽣生⽇日
中村 　弘美さん（9⽉月3⽇日）

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
「我等の⽣生業」
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:  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｣

13:30 コーヒーブレイク

14:00 懇談会・司会:井島AG

14:30 閉会点鐘：露露⽊木  清勝  会⻑⾧長

■ 小田原城北RAC情報
10th  APRRC(Asia  Pacific  Regions  Rortaract  Conferece)が、
2013年年9⽉月7〜～10⽇日に台湾にて開催され、当地区からは⼩小⽥田原
城北北RAC⽊木村会員、鎌倉RAC鴨野会員２名の参加がありまし
た。
国外のロータリアン、ローターアクターとの数少ない交流流の機
会、チームジャパン⼀一丸となりたくさんのファミリーと⽂文化交
流流ができたと思います。

次回は2014年年７⽉月10〜～
13⽇日、⾹香港マカオ地区に
て開催予定。当地区から
は⼩小⽥田原城北北RAC⽊木村会
員が登録を終えていま
す。

先週の例例会にAbbyちゃんが出席してくれました。
その時の模様です。⽊木
村綾綾乃様にもご⼀一緒し
て頂きました。

■ Abbyコーナー（続き）

http://www.odawarajhrc.jp
http://www.odawarajhrc.jp
mailto:info@odawarajhrc.jp
mailto:info@odawarajhrc.jp


ｐ

露露⽊木    清勝  会⻑⾧長
 　  私事ですが、先週厚⽊木市在住の叔⽗父が
85歳で他界しました。
叔⽗父は、体をこわす5年年ほど前まで⻑⾧長年年、
厚⽊木ロータリークラブの会員でした。
私が、城北北ロータリークラブ⼊入会後の数
年年間には良良く地区協議会等、地区の⾏行行事
で顔を合わせる機会がありました。ロー
タリー財団関係の委員会の委員⻑⾧長を良良く

努められていました。ただ今思えば残念念な事に、そのような
場所でお会いして、お茶茶に誘われたりしてもロータリーの話
をすることはあまりありませんでした。叔⽗父は関東学院⼤大学
の経済学部の教授だったこともあって、当時の経済政策や⽇日
本経済の動向等の世間話を多くしていたような気がします。
そして葬儀当⽇日は、多くのロータリアンもご焼⾹香に来られて
いましたが、多くのロータリー財団の学友の皆様が葬儀の場
に来られ、先⽣生には⼤大変お世話になりましたと、ご家族にお
礼を丁寧に述べられていくのには、⼤大変驚きました。
2780地区以外にもお隣隣の2590地区からも学友の⽅方がお⾒見見え
になっていました。叔⽗父は、留留学⽣生の選抜試験に良良く⾃自分の
⼤大学の校舎を使われていたようで、その熱意の程を垣間⾒見見た
ような気がしました。本当にもっともっとその辺りのロータ
リーのお話を伺っておくべきだったのかなと、今更更ながら悔
やまれます。
 　来週の10⽇日は相澤ガバナーの公式訪問です。これは我が
クラブに取っても、⼀一期⼀一会の相澤ガバナーとのお話のでき
るチャンスです。
また、来⽉月27⽇日に開催される地区⼤大会も、様々なRI、地区
の情報に触れるチャンスです。この様なチャンスを是⾮非活か
すようにしてください。私のように後で悔やむことがないよ
うにお願い致します。

❖ 出席報告

【⽋欠  席  者】 　10名
 　 　菊地  義雄、内⼭山  修⼀一、杉崎  勝成、⽊木村  啓滋、⼩小楠  雅昭、
 　 　⻄西 　寛、⽯石橋 　徹、守屋  善男、⽯石内  正彦、⾼高橋  哲也
【今回MU】 　1名
 　 　⽊木村  啓滋（8/31 　⽶米⼭山奨学セミナー）
【前回MU】        増加なし
【前々回MU】  増加なし

例例会報告：2013年年9⽉月3⽇日（晴れ）第1812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

9月3日 51(49) 39 1 81.63%

8月27日 51(48) 40 1 85.42%

8月20日 51(48) 37 3 83.33%

❖ 幹事報告

11⽉月2⽇日に東京で開催されます。詳細はボードに貼りつけてあ
りますのでご興味のある⽅方は事務局までお申し込みください。
4）  前回例例会終了了後、井島ガバナー補佐より御連絡をいただ
き、来週のガバナー公式訪問の際にガバナーにご質問のある⽅方
は予め本⽇日例例会終了了時までテーブルに置いてあります⽤用紙にお
名前とご質問を分かりやすくお書きの上事務局にご提出をお願
いいたします。これは当⽇日の質問で即答できる場合とそうでな
い場合がありますので、調べてからお答えしたいとのことです。
5）  地区⼤大会の申し込みを先週いたしましたがまだ半数の⽅方が
まだお返事をいただいていません。新会員や参加したことのな
い⽅方は是⾮非ご参加をしていただき25名以上をのバスでの参加を
期待しています。
6）  ⼤大邱松林林RCから創⽴立立34周年年記念念の記念念誌が送られてきまし
た。同封された⼿手紙に来年年6⽉月27⽇日に⼩小⽥田原城北北RCの皆様とお
会いするのが楽しみですと書かれています。

❖ 卓話
「⼤大⾂臣事務所の仕事」

⽢甘利利 　明  代議⼠士第⼀一秘書
清島 　健⼀一 　様

 　⽢甘利利の秘書となって8年年半、秘
書として12年年を経験していま
す。今⽇日は秘書の話、⼤大⾂臣の裏裏話
をさせていただきたいと思いま
す。
 　まず、⼤大⾂臣は普通の議員と何が
違うのか？⼤大⾂臣の下に副⼤大⾂臣、そ

のまた下に政務官、基本的に政治家はその3⼈人でチー
ムを組んで動いています。その他に事務秘書官4名
（内閣府、財務省省、厚⽣生労働省省、経済産業省省各1名ず
つ）、⽢甘利利事務所から政務秘書官が1名出ます。事務
秘書官は⼤大⾂臣の公務の仕事（講演や海外出張、役所同
⼠士の調整など）を、政務秘書官は元々の議員としての
仕事（地元との繋がりなど）を担当しています。他
に、例例えば⽢甘利利にはプラス5名事務局スタッフがお
り、計10名ほどで⼤大⾂臣としての仕事を⽀支えています。
 　⼤大⾂臣は普段いる内閣府から半径20㎞を超えると出張
扱いになります。⽢甘利利の地元までは20㎞以上になるの
で、出張届けを出して許可を得ます。但し、⼤大⾂臣・副
⼤大⾂臣・政務官のうち1名は必ず20㎞圏内に留留まらなく
てはなりません。
 　東京での普段の警備はSP2名ですが、地元ではSP1
名と県警の公安の⽅方が3〜～4名、地元所轄の⽅方が3〜～4
名来てくれて、8〜～9名の警備がつきます。総理理だと常
勤のSPだけで10名ほどいるようです。⾃自宅宅の警護も
必ずつきます。住んでいようがいまいが24時間3チー
ム交代です。1チーム3⼈人で、1⼈人は⾃自宅宅前に⽴立立ち、あ
と2⼈人は近くのアパートで待機。家賃は警察が全額負
担しています。結構⾼高いところを使っているところも
あるようです。
 　議員への陳情は、役所が絡んでくる公的なものと⺠民
間のものの2つがあります。⺠民間のものは事務所が⾃自
分たちの裁量量で紹介したり、解決したりします。公的
なものは、繋がりがあればすぐに紹介できますが、距
離離がある省省庁の場合は国会連絡室を通します。そこに
は各省省庁からの出先機関があり、振り分けて紹介され
ることになります。与党の時にはスムースにいきまし
たが、野党となると実際の権限がない担当者で困った
こともありました。⼩小沢⼀一郎郎さんの頃は厳しくて、必
ず陳情は⺠民主党幹事⻑⾧長室にあげろとの通達で、資料料請
求1つするのも⼤大変でした。⼊入札関係の陳情も昔はで

きたようですが、電⼦子⼊入札になってからは無理理になり
ました。贈収賄や違法⼊入札に対する警戒が厳しくなっ
たからのようです。
 　では実際、陳情で何が可能なの？となると、役所へ
の照会、出先機関への紹介、資料料請求などです。処理理
期間は早いもので2〜～3⽇日、遅くて1ヶ⽉月、平均1〜～2週
間です。
 　秘書は東京事務所に常勤3名、⾮非常勤1名、地元に9
名と⾮非常勤2名、合わせて15名おります。国から給料料
が出るのが、政策秘書、公設第⼀一秘書、公設第⼆二秘書
の3名で、私設秘書の給与は献⾦金金で賄われています。
政党助成⾦金金もありますが党に⼀一括で⼊入りますので、も
らう時には6〜～7割になってしまいます。新⼈人や期数の
少ない議員は8割くらいもらえるようです。
 　⽢甘利利は「⽀支援者に意識識を向けろ」「俺だけに意識識を
向けている秘書はいらない」と⾔言います。周囲をしっ
かりと⾒見見て、政治家の第⼆二の⽬目になるようにと。また
「国会リポートは最低2回読むように」「怒怒られたと
ころに⾏行行け。怒怒ってくれる⼈人はその後⽀支援者になって
くださる」とよく⾔言われます。
 　最後に「アベノミクスは成功するか」ですが、我々
としては信じるしかありません。成功させるしかない
のです。頑張りますので応援してください。

⽢甘利利 　明  代議⼠士私設秘書
⼭山⼝口 　泰治 　様

 　秘書になって1年年半です。⼤大⾂臣
からよく⾔言われるのは「何事も謙
虚に臨臨むこと」。地元の⽅方、⺠民間
の⽅方に⽀支えられていることを忘れ
ずに驕りのないように、と⾔言われ
ます。まだ新⼈人ではありますが、

精⼀一杯やっていきたいと思っています。
⾦金金⼭山  慶昭 　幹事

1）  9⽉月10⽇日ガバナー公式訪問の件
井島がバナー補佐の司会進⾏行行により社会奉仕
は志澤P.リーダー、新世代育成は柳柳井P.リー
ダー、国際奉仕は中村P.リーダー、公共イメ
ージは⼩小林林和彦委員⻑⾧長らが中⼼心となり発表し
ます。  【理理事会報告】
2）  Abbyさんの近況報告（⽊木村頼弘副幹事）

受け⼊入れてから３週間が経ちますがやっと家族の⼀一員になって
きた気がいたします。通学は⼀一⼈人で富⽔水から乗⾞車車するクラスメ
イトと通っています。家内が苦労しているようですが娘がもう
⼀一⼈人出来た気持ちでやってくれています。【理理事会報告】
3）  ロータリー囲碁同好会  ⽇日本⽀支部より、RI認証の「第12回
ロータリー全国囲碁⼤大会」のご案内が届きました。

❖ 委員会報告
会員増強委員会・櫻井委員⻑⾧長

9/17(⽕火)18：30から  J・ドリスで新会員歓迎会を⾏行行います。出
⽋欠席の返事は本⽇日中にお願いします。

⻘青少年年交換学⽣生・柳柳井カウンセラー
アビーさんの歓迎会・誕⽣生会のご案内です。9/24（⽕火）氷花餃
⼦子にて、会費8,000円の予定で、詳しくはまだ検討中です。出
⽋欠席は早めに提出していただければ助かります。

❖ Table  Flower
•ワレモコウ
•ミシヤサイコ
•りんどう 　
•なでしこ

ワレモコウ  の花⾔言葉葉は「感謝」「変化」
ミシヤサイコ  の花⾔言葉葉は「初めてのキス」
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」


