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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1814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17⽇日 　12:30〜～13:30

司会：⽊木村  頼弘    副幹事

✴ビジター
相澤  光春様（第2780地区ガバナー・ふじさわ湘南RC）…公式
訪問にお伺いいたしました。本⽇日はよろしくお願いします。
井島  誠⾏行行様（第2780地区ガバナー補佐・⼩小⽥田原中RC）…本⽇日
は相澤ガバナーのお供で参りました。宜しくお願い致します。
✴会員誕⽣生⽇日
⼟土岐   博也さん…①誕⽣生祝をありがとう。②ガバナー訪問を歓迎
して。
中村  維孝さん…誕⽣生⽇日のお祝いありがとうございます。50代も
あと1年年となりました。
✴結婚記念念⽇日
久保⽥田   知⼦子さん…結婚記念念⽇日のお祝いありがとうございます。
42年年無事に過ごせました。
✴その他
執⾏行行部⼀一同…相澤ガバナー、井島ガバナー補佐、ようこそおい
で下さいました。本⽇日は宜しくお願い致します。
⼩小林林  泰⼆二さん…相澤ガバナーの御来訪を歓迎して。
河野   秀雄さん…①相澤ガバナー、公式訪問ありがとうございま
す。⼤大切切な⽇日に⽋欠席し、申し訳ありません。よろしく御指導下
さいませ。②交換学⽣生、台湾のリ・ワンチ君が8⽉月1⽇日に男の⼦子
を、⽶米⼭山奨学⽣生の中国のチョー・ショウ君が4⽉月に⼥女女の⼦子が誕⽣生
しています。ロータリーっていいですね。すこやかに成⻑⾧長して
下さる事を祈ります。
本多   純⼆二さん…⼊入会記念念⽇日です。9⽉月8⽇日で28年年になります。
これからも頑張ります。
菊地   義雄さん…1ヶ⽉月程度度休みました。メイキャップは100％
しております。
中野 　明さん…相澤ガバナー、ようこそ！！
⽯石崎   孝さん…①2020年年オリンピック、東京招致おめでとうご
ざいます。7年年後に向けて、皆さん頑張りましょう。②相澤ガバ
ナー、本⽇日はご指導よろしくお願い致します。
杉崎   勝成さん…相澤ガバナーようこそ御来訪下さいました。本
⽇日は宜しくお願い致します。⼜又、井島ガバナー補佐連⽇日ご苦労
様です。
⼩小嶋   章司さん…相澤ガバナーようこそ。地区会員増強委員会で
お世話に成ります。今年年1年年よろしく御願い致します。
⼀一⼨寸⽊木   信雄さん…三男の第三⼦子（男の⼦子）が朝3時に⽣生まれま
した。お祝いとして。
⾕谷⼝口   和雄さん…オリンピック⽇日本開催おめでとう。7年年後80才
迄⻑⾧長⽣生きしなくちゃ！！

例例会報告：2013年年9⽉月10⽇日（晴れ）  第1813回 　通常例例会  

【今後の例例会・卓話スケジュール】

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)｣

10⽉月15⽇日  通常例例会  12:30
担当:  露露⽊木清勝会⻑⾧長
卓話:  ⼭山地  裕昭様(⾜足柄RC)・地区諮問委員会/指名委員会・
PG
「規定審議会について｣

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

-‐‑‒2013年年9⽉月-‐‑‒

‣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」

‣30⽇日(⽉月)  ⼩小⽥田原  報徳会館  12:30
  ｢卓話:クラブフォーラム/⽶米⼭山記念念奨学」

-‐‑‒2013年年10⽉月-‐‑‒

‣1⽇日(⽕火)  箱根  宮ノ下富⼠士屋ホテル  12:30
  ｢卓話:⽶米⼭山記念念奨学委員⻑⾧長・鈴鈴⽊木  茂男会員担当｣

‣2⽇日(⽔水)  ⼩小⽥田原北北  報徳会館  12:30
  ｢卓話:鈴鈴⽊木  悌介会員｣

‣3⽇日(⽊木)  ⼩小⽥田原中  報徳会館  12:30
  ｢卓話:三橋  礼奈奈様・⼩小⽥田原市観光係/４⽉月の職業研修に参加し
て｣

‣4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:⽶米⼭山記念念奨学担当例例会」  

【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  馨 　委員⻑⾧長

ニコニコ箱 累計 目標

9月10日分 32,000 303,000 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

❖ ビジター
相澤 　光春様（第2780地区ガバナー・ふじさわ湘南RC）
井島 　誠⾏行行様（第2780地区ガバナー補佐・⼩小⽥田原中RC）

❖ 会員誕⽣生⽇日
⼟土岐 　博也さん（9⽉月11⽇日）
中村 　維孝さん（9⽉月11⽇日）
⽯石橋 　徹さん（9⽉月14⽇日）

❖ 結婚記念念⽇日
久保⽥田知⼦子さん（9⽉月15⽇日）

12:30 開会点鐘：露露⽊木    清勝会⻑⾧長
ロータリーソング⻫斉唱
「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  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｣

13:30 閉会点鐘：露露⽊木  清勝  会⻑⾧長

学校生活や我が家での生活には慣れてきましたが、自発的に日
本語を分かろうとする姿が見えないので、先日、私に説教され
ました(汗)！
「言われて判らなかったら辞書で調べる！」を徹底指導中(^^)v
学校のクラブは、弓道、バトミントン、囲碁.将棋、に入部しま
した。弓道は楽しいと話してます、バトミントンは先週から参
加しました。でも、囲碁、将棋はわかるのかな？？
本人はマイペースで楽しんでるようです(笑)
〈写真は大雄山にて〉

木村綾乃

■ Abbyコーナー

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


ｐ

⾦金金⼭山  慶昭 　幹事
1)本⽇日はガバナー公式訪問で通常より終了了時間
が１時間遅くなりますので宜しくお願いいた
します。喫煙される⽅方は30分我慢していただ
けるとティーブレークがありますが、喫煙さ
れる⽅方は速やかにお戻りください。

露露⽊木    清勝  会⻑⾧長
 　本⽇日は、相澤ガバナー・井島ガバ
ナー補佐におかれましては、⼤大変お忙
しいところ⼩小⽥田原城北北ロータリークラ
ブへお越しいただきまして⼤大変ありが
とうございます。
 　今週は⽇日曜⽇日の早朝、2020年年東京オ
リンピック・パラリンピックの招致が
決定いたしました。テレビ報道でその
瞬間をご覧になった⽅方も多いと思いま

す。このオリンピックゲ―ムの⼤大きな⽬目的は、世界平和であろ
うかと思います。スポーツを通じて多くのアスリートと世界中
の⼈人々が⼀一つになれる、世界最⼤大級のイベントであると考えま
す。前回の東京オリンピックの時は、私は10歳でしたが、⼦子供
ながらも多くの感動をもらった記憶があります。7年年後には66
歳になりますが、我々の孫の世代のアスリートが活躍する場⾯面
が観られるのかもしれません。ただこのオリンピック招致にも
多くの裏裏⽅方の⼈人達の努⼒力力の積み重ねが、招致実現への⼤大きな⼒力力
になった事も忘れてはなりません。
 　私達のロータリークラブも世界組織として、その⽬目的もオリ
ンピックと同じく世界平和なのではないでしょうか。今年年度度カ
ナダからアビー・ゲデスさんを⻘青少年年交換学⽣生として受け⼊入れ
ています。この⻘青少年年交換学⽣生は全世界で毎年年8千⼈人が海外で
⼀一年年間の留留学⽣生として勉学に励んでいます。また、⽶米⼭山奨学⽣生
のプリヤンカ君との縁で8年年前に出来た、アラリヤ基⾦金金奨学⽣生
制度度も現在まで続いております。これら以外にも多くの奉仕の
積み重ね、その⼀一つ⼀一つの⼒力力は⼩小さくとも、それが全世界
34,462クラブで⾏行行われることにより、世界平和実現に向けて
⼀一歩⼀一歩前進させてゆくのが我々の使命であると思います。
 　テレビ映像の中で、たしかイスタンブールのプレゼンテー
ションの時そのプレゼンターが「have  a  global  mind」という
⾔言葉葉を⾔言っていました。まさにthink  globalの意味なのでしょ
う。まさにオリンピック精神もロータリー運動も多くの共通項
があるのだと思います。
 　今⽇日は東京オリンピック2020招致が決定した週に、相澤ガ
バナーをお迎えしての公式訪問例例会を開催できますことは、⼤大
変嬉しい事で、国際ロータリーのこと2780地区のことなど、
皆さんと学べるまたとない機会だと思います。いつもより⻑⾧長時
間の例例会ですが、最後まで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、齋藤 　永、⼩小川  和夫、松島  勝典、⽊木村  啓滋、
 　 　⽯石橋 　徹、内⼭山  修⼀一、⻄西 　寛、⽯石内  正彦、⾼高橋  哲也
【今回MU】 　0名
【前回MU】      1名増加
 　 　菊地  義雄（9/6⾜足柄RC)
【前々回MU】1名増加
 　 　内⼭山  修⼀一

例例会報告：2013年年9⽉月10⽇日（晴れ）第1813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

9月10日 51(49) 39 0 79.59%

9月3日 51(49) 39 1 83.67%

8月27日 51(48) 40 1 87.50%

❖ 幹事報告

2)地区より9⽉月14⽇日14時から藤沢産業センターにて奉仕プロ
ジェクトセミナーが開催されます。セミナーと⾔言っても今回
は、AMDAの代表で岡⼭山より内科医の菅波  茂先⽣生をスピー
カーにお呼びして、沢⼭山の実践された⼈人道⽀支援のお話をして
いただきます。AMDAはASIA医師連絡協議会が1984年年に設⽴立立
され現在まで緊急⼈人道⽀支援活動をしている特定⾮非営利利活動団
体です。未来の夢計画施⾏行行により、⼈人道的な分野のニーズ調
査⽅方法や公共イメージへの施策など現在のロータリー活動の
参考になるお話が伺うことができます。当クラブから国際奉
仕プロジェクト中村リーダが出席予定ですが、興味のある⽅方
は参加ができますので事務局までお申し出ください。
3)地区協議会のバス参加予定の申し込みがとりあえず本⽇日が締
切切りです。バスも安価で出来るよう対策を考えましたので電
⾞車車の⽅方も思い直していただき、まだお答えをいただいていな
い⽅方は宜しくお願いいたします。

❖ 卓話
「ガバナー公式訪問」

国際ロータリー第2780地区ガバナー
相澤  光春 　様

私の24ヶ所⽬目の公式訪問ですが、
城北北ロータリークラブはたいへん活
発で活⼒力力あるクラブという感じがし
ます。活動計画書は「ロータリーと
は何か」が分かりやすく、会報の
メーキャップ情報も詳しくて感⼼心し
ました。

 　本年年度度の会⻑⾧長・ロン.D.バートン
さんは「ロータリーの奉仕では努⼒力力

すればするほど多くを得ることができる。ロータリーを真に実
践し価値観を⽇日々活かすことにより素晴らしい影響をもたらせ
る。そして⼈人々の暮らしを豊かにしようというインスピレー
ション・やる気・パワーが湧く。何よりあなた⾃自⾝身の⼈人⽣生が⼀一
番豊かになるはず」と⾔言っています。今年年度度のテーマ『ロータ
リーを実践しみんなに豊かな⼈人⽣生を』です。
 　私はガバナー就任のためサンディエゴで研修を受けて資格を
得ました。ロータリーは200ヶ国・地域にわたって241万⼈人の会
員が所属しており、地区の数は532です。研修は朝8：30から⼀一
つの会場で始まります。⺠民族・⾔言葉葉・肌の⾊色・服装など様々で
インパクトがあり、組織の⼤大きさや多様性を肌⾝身で感じること
ができました。
1/14の本会議で初めて今年年度度のテーマがロン.D.バートンさんか
ら発表されました。⾃自分は⼀一週間の研修の中でこれを受けて、
どう解釈して、どう皆
さん⽅方に伝えて、何を
していくのか考えまし
た。それが『奉仕の実
践と公共イメージの向
上を⽬目指す』というこ
とになりました。
 　ポール・ハリスは
ロータリーを創設した
時、同じことに関⼼心を
持ち、同じことに価値観を⾒見見出し、同じような⽬目標や理理念念を持
つ⼈人々が集まるクラブを⼼心に描いたそうです。その価値観を⼟土
台として定められたのが3つの優先項⽬目（実践計画⽬目標）「クラ
ブのサポートと強化」「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」です。
ロータリーを良良くしようという構想で始まった戦略略計画は2004
年年にスタートし2007年年にほぼ固まり、3年年ごとに⾒見見直していく
ことになっています。「地域の⼈人々の⽣生活を改善したいという
情熱を、社会に役⽴立立つ活動に注いでいる献⾝身的な⼈人々のネット
ワーク」が10年年先50年年先のヴィジョンです。
優先項⽬目の中でも「公共イメージと認知度度の向上」の必要性を
強く感じます。アンケート調査でも「ロータリーが何をしてい

るのか分からない⼈人が多い」「もっとロータリーを知ってほし
い」という声が80％以上を占めました。
 　「公共イメージと認知度度の向上」には5つの細かい項⽬目があり
ます。「イメージとブランド認知を調和させる」「⾏行行動を主体
とした奉仕を推進する」「中核となる価値観を推進する」「職
業奉仕を強調する」「クラブにおけるネットワーク作りの機
会、並びにクラブ独⾃自の主な活動について周知を図るようクラ
ブに奨励する」です。
 　「⾏行行動を主体とした奉仕を推進する」ためには地域の⽅方々と
の関わり合いが⼤大切切です。私のクラブではミャンマーに井⼾戸を
掘る活動をしています。そのプログラム⾃自体は良良いけれど、そ
の中で私たちのクラブと
ミャンマーの村との繋が
りが持てていないと感じ
ました。将来的に地域同
⼠士で関わり合えることを
望んでいます。
もう⼀一つ⼤大切切なのは組織
の作り⽅方です。サッカー
⼤大会を始めた時、ロータ
リーの⼿手が離離れても継続
できるプロジェクトにしたくて、ある⼩小学校のサッカークラブ
に運営を任せられるように組織を作りました。動き出したら離離
れるようにできれば、新しいプログラムにどんどん取り組んで
いけます。
 　「中核となる価値観を推進する」の中核は、奉仕・親睦・多
様性・⾼高潔性・リーダーシップです。奉仕活動には理理念念と実践
の調和が⼤大切切で、実践の成果がどれだけ社会のニーズに応えら
れたかで評価されるべきです。
 　ロータリーはポリオの撲滅を⽬目指しています。公共イメー
ジ、認知度度の向上にはポリオのイメージが強いと思い、様々な
イベントでブースを出しています。2018年年のロータリー財団
100年年に向けて、ポリオ撲滅まであと⼀一歩です。また、未来の
夢計画も本年年度度から世界中で実践されます。ぜひご協⼒力力お願い
します。
 　私は若若い頃から深謝の⼼心を⼤大事にしてきました。ロータリー
で多くの⼈人と出会い、影響しあい、研鑽できることは、深謝の
⼼心に通じるものです。まず地域の奉仕から積極的に取り組んで
いきたいと思っています。

10分間のティーブレイクの後、第9グループガバナー補佐井島
誠⾏行行様の司会による懇談
会が⾏行行われ、井島様によ
る第9グループならびに
当クラブに関する概況説
明があり、その後に質疑
応答が⾏行行われました。

❖ Table  Flower
•コスモス
•クジャクソウ
•トルコキキョウ
•スプレーカーネーション 　

コスモス  の花⾔言葉葉は「⼄乙⼥女女の真⼼心」
クジャクソウの花⾔言葉葉は「可憐憐な⼈人」
トルコキキョウの花⾔言葉葉は「希望」
スプレーカーネーションの花⾔言葉葉は
「集団美」


