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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1816回）
会場：⼩小⽥田原卸センター内会議室

⽇日時：2013年年10⽉月1⽇日 　12:30〜～13:30

司会：⽊木村  頼弘    副幹事✴ビジター
⼭山地   裕昭様（⾜足柄RC）…今回もメーキャップいたします。よろし
くお願いします。
川⽥田  隆志様（⼩小⽥田原中RC）…お邪魔します。
✴ゲスト
釼持   万紀⼦子さん（⼩小⽥田原城北北RAC）…本⽇日は、我らの地区代表⼩小
関の卓話の応援で参りました！私は8⽉月23⽇日に30歳になりました。
アクト卒業を⽬目前にして「やっぱりアクトに⼊入って良良かったなぁ」
とつくづく思います。地元、世界に沢⼭山の知り合いや友達が出来ま
した。様々な奉仕の場や勉強する機会を与えて下さったロータリー
の⽅方々には、⼤大変感謝しております。ご⽀支援、ご指導をしてくださ
り、本当にありがとうございます。これからも頑張ります。
✴会員誕⽣生⽇日
⻄西 　寛さん…今週28⽇日で64才になりました。昨⽇日スキューバダイビ
ングをして来たのですが、そこのショップの男⼦子の最⾼高齢者と⾔言わ
れ、少しショックでした。80才までは潜ろうとガンバッテいます。
✴奥様誕⽣生⽇日
菊地  義雄さん…晶⼦子の誕⽣生祝いありがとう。益々お元気です。
✴結婚記念念⽇日
⽯石崎 　孝さん…結婚記念念⽇日のお祝ありがとうございます。昭和50年年
に結婚して38回⽬目を迎えます。
✴その他
親睦会員増強委員会…先週新会員歓迎会を⾏行行いました。会費に余裕
がありましたので。
松島 　  勝典さん…歓迎会には多くのご出席⼤大変ありがとうございま
した。これからも引き続き宜しくお願いします。
杉崎   勝成さん…先週台⾵風18号で⾶飛⾏行行機が⾶飛ばず、⽋欠席してすみま
せんでした。
露露⽊木  清勝さん…⼩小関君⼤大変お忙しい所ありがとうございます。よろ
しくお願い致します。
⼤大⾕谷  宏さん…河野秀雄さん  良良かったですね。がんばられましたね。
⼩小嶋 　 章司さん…①⼭山地パストガバナーようこそ、その節はお世話
になりました。②川⽥田さんようこそ。⼜又飲みましょう。
柳柳井 　 渉さん…⼩小関地区代表、本⽇日は卓話よろしくお願いします。
⼜又、本⽇日夜Abbyさんの誕⽣生会歓迎会に参加される⽅方よろしくお願
いします。
阿久津 　馨さん…23⽇日ゴルフに⾏行行きました。ゴルフ代が安かったので。

例例会報告：2013年年9⽉月24⽇日（晴れ）  第1815回 　通常例例会  

【今後の例例会・卓話スケジュール】

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｣

10⽉月22⽇日  通常例例会  12:30
担当:  上⽥田博和プログラム委員⻑⾧長
卓話:  中野  秀光様・bjリーグ代表取締役
「スポーツと地域活⽤用について｣

10⽉月29⽇日  休会

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

-‐‑‒2013年年10⽉月-‐‑‒
‣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」  

‣7⽇日(⽉月)  ⼩小⽥田原  報徳会館  18:00  ラスカ 　M.U.受付無し
   ｢卓話:会員親睦会/創⽴立立記念念」
‣8⽇日(⽕火)  箱根  宮ノ下富⼠士屋ホテル  12:30
   ｢卓話:川辺  ハルト会員担当｣
‣9⽇日(⽔水)  ⼩小⽥田原北北  報徳会館  12:30
   ｢卓話:下⽥田  准⼀一会員/被災地訪問ツアー報告｣
 　 　 　 　 　⼩小⽥田原城北北RAC  マロニエ204  19:30

｢⽊木村なおみ会員/
10thアジア環太平洋ローターアクト会議報告会｣

‣10⽇日(⽊木)  ⼩小⽥田原中  報徳会館  12:30
   ｢卓話:クラブ協議会/ガバナー公式訪問｣

‣11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:井島誠⾏行行AG/ガバナー公式訪問１週間前」

‣13⽇日(⽇日)  ~∼14⽇日(⽉月)⼩小⽥田原城北北RAC  ウェルキャンプ⻄西丹丹沢  
｢キャンプ例例会」⾕谷峨駅10時集合 　会費:5000円

‣14⽇日(⽉月)  ⼩小⽥田原  休⽇日休会
   ｢卓話:」
‣15⽇日(⽕火)  箱根  宮ノ下富⼠士屋ホテル  12:30
   ｢卓話:企業⾒見見学・職業奉仕委員会担当｣
‣16⽇日(⽔水)  ⼩小⽥田原北北  報徳会館  12:30
   ｢卓話:⼤大島  武様・東京⼯工芸⼤大学教授

(⼤大島渚監督ご⻑⾧長男)/コミュニケーション学｣
‣17⽇日(⽊木)  ⼩小⽥田原中  報徳会館  12:30

  ｢卓話:⽶米⼭山奨学⽣生｣

‣18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:相澤  光春ガバナー/ガバナー公式訪問」  

【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  

⻄西 　寛  委員

ニコニコ箱 累計 目標

9月24日分 23,000 348,600 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
⼭山地  裕昭様（⾜足柄RC）
川⽥田  隆志様（⼩小⽥田原中RC）

❖ 会員誕⽣生⽇日
荻野  善明さん（9⽉月27⽇日）
⻄西 　寛さん（9⽉月28⽇日）

❖ 結婚記念念⽇日
⽯石崎 　孝さん（9⽉月28⽇日）

12:30 開会点鐘：露露⽊木    清勝会⻑⾧長
国歌⻫斉唱
ロータリーソング⻫斉唱
「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:  指導者育成委員会
卓話:  原⽥田  孝⼀一地区職業奉仕副委員⻑⾧長・
 　 　    厚⽊木中RC
「職業奉仕について(仮)｣

13:30 閉会点鐘：露露⽊木  清勝  会⻑⾧長

学校も前期が終了しました。友達も何人か出来て、下校時にラーメンを食べて帰ってきたりしています。もうすぐ北海道
の函館に修学旅行に行くのを楽しみにしています。寒さは大好きなのでジャケットは要らない、と言い張ってます
(・・?知らないよ～風邪ひいて帰って来ても(-_-;)　　　　　　木村綾乃　　

■ Abbyコーナー (Abbyの誕生会にて/綾乃撮影)

❖ ゲスト
釼持  万紀⼦子さん（⼩小⽥田原城北北RAC）
井上  丈⼆二さん（元⼩小⽥田原城北北RAC）

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
 　先週の⽊木曜⽇日に、第9グループの会
⻑⾧長・幹事会が開催されました。席上
井島ガバナー補佐が、財団補助⾦金金に
ついて第9グループからの申請がない
ことについてコメントをされまし
た。今年年度度の予算、約170万円ほど
が他のグループ⾏行行くことになります
がよろしいですか？とのことです。
しかし、国内向けの新地区補助⾦金金に

ついても、6つの重点分野、すなわち1.平和と紛争予防  2.疾病
予防と治療療  3.⽔水と衛⽣生4.⺟母⼦子の健康  5.基本的教育と識識字率率率向
上  6.経済と地域経済の発展のうちで、特に⼈人道的分野が優先さ
れますということが、昨年年来の説明会で繰り返されました。現
在の⼩小⽥田原を中⼼心とした県⻄西部において、1〜～5までのニーズが
あるのだろうか？そのことを考えるとこの地域を主体にした事
業の計画すらままならないということです。
 　昨年年度度のIMで湯河原ロータリークラブの提案した、まちの活
性化、観光客の増加を⽬目的とした梅林林の中に菜の花を植栽する
という事業案は、⼈人道的事業ではないと⼀一蹴されてしまいまし
た。どこかしっくりいかないと思うのは私だけでは無く、井島
ガバナー補佐も同じことをコメントされていました。9⽉月21⽇日
⼟土曜⽇日の神奈奈川新聞に、地区の奉仕プロジェクトセミナーに関
する記事が出ておりました。当クラブからは中村さんが出席を
していただきました。セミナーの講師は、医学博⼠士で国際医療療
ボランティアAMDA理理事⻑⾧長の菅波茂が努め『世界が求める⼈人道
⽀支援〜～救える命があればどこへでも』をテーマに講演されまし
た。その中で「援助される側にもプライドがある。⾦金金だけでな
く汗をかかないと相⼿手も応えてくれない。そのためには現場に
⾏行行くことが⼤大切切」と持論論を展開。また、「その国や地域の宗教
や⽂文化、歴史などお互いの違いを理理解しないといい⽀支援が出来
ない」と語ったそうです。中村さんからもお⾦金金を送っただけで
は、その内の多くが⼈人件費やその他の経費に費やされ本当の援
助にならない。直接ロータリアンが現地へ赴ことが重要であ
る。とセミナーの内容を聞かされました。このグローバル補助
⾦金金についても、限られた時間の中でのプロジェクトの遂⾏行行は、
なかなか⼤大変だなと思われます。しかし、このことは我々も真
剣に討論論し、もし新しいプロジェクトを計画することが出来れ
ば、この上ないチャンスであるとも⾔言えます。皆様と⼀一緒に考
えたいと思います。
 　また先週、⼊入院、⼿手術をされた⽥田代会員は、⾦金金⼭山幹事と⼀一緒
にお⾒見見舞いに伺った所⼤大変お元気で、本⽇日退院とのことです。
また近いうちにお元気な姿で例例会に出席をしてくれると思いま
す。よろしくお願いいたします。

❖ 出席報告

【⽋欠  席  者】 　9名
 　 　河野  秀雄、中村  維孝、清 　康夫、中野 　明、⼤大川  裕、
 　 　⽯石橋 　徹、⽯石内  正彦、⼩小楠  雅昭、⾼高橋  哲也
【今回MU】 　2名
 　 　中村  維孝（9/21 　奉仕PJ委員会）
 　 　中野 　明  （9/20 　藤沢北北RC）
【前回MU】      1名
 　 　⽯石崎 　孝（9/18 　⼩小⽥田原北北RC)
【前々回MU】  0名

例例会報告：2013年年9⽉月24⽇日（晴れ）第1815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24日 51(46) 37 2 84.78%

9月17日 51(48) 37 0 79.17%

9月10日 51(49) 39 0 79.59%

❖ 幹事報告
⾦金金⼭山  慶昭 　幹事

1)10⽉月のロータリーレートは今⽉月と同
じ100円になります。
2)クールビズ期間が終了了し、来週より
ジャケットとネクタイを着⽤用にて例例会
にご出席をお願いいたします。
3)来週、第4回理理事会が11時より談話室
にて開催いたしますので理理事の皆様は宜
しくお願いいたします。
4)会報のメーキャップ情報で訂正があ

ります。今週27⽇日⾜足柄RCの卓話講師は後藤定毅PG(⼤大和中
RC)になりますので訂正をお願いいたします。

❖ 卓話
「ローターアクトの現在・未来」

地区ローターアクト代表
⼩小関 　拓拓 　様

 　私は相模原ローターアクトクラブに
所属しております。2007年年2⽉月7⽇日にス
キー・スノボー例例会にゲストで参加し
たことをきっかけに⼊入会しました。翌
年年よりクラブ幹事、クラブ副会⻑⾧長、ク
ラブ会⻑⾧長、地区会計、そして現在の地
区代表と務めさせてもらっています。
 　私は16歳から22歳まで、地元の海⽼老老

名市でボランティア活動をしていました。その時⼀一緒に活動し
ていた先輩が⼊入社した会社の社⻑⾧長さんがロータリアンでした。
その先輩が誘いを受けて⼊入会し、その後私も誘われて⼊入会しま
した。実はその1年年前にゲストで献⾎血の呼びかけ例例会に参加した
ことがあったのですが、当時は仕事が忙しくて活動を諦めまし
た。次の機会には仕事がやや落落ち着いていたのでようやく⼊入会
することができました。⾊色々な⽅方と知り合って⾃自分の視野を広
げることができて感謝しています。
 　今年年度度の地区ターゲットでは「エース」という⾔言葉葉を掲げて
おります。スポーツ、トランプなどでもよく聞く⾔言葉葉です。第
⼀一⼈人者、最⾼高・最上の存在の意味です。必要不不可⽋欠な存在、優
秀な存在や内容を⽰示す⾔言葉葉です。そんな存在に皆もなってほし
いと考えて掲げさせていただきました。各会員それぞれの得意
分野を活かし皆がエースになれるような、そんな活動をしてい
きたいです。
 　ローターアクトクラブの数は、私が⼊入会した当時は5クラブ、
今は4クラブです。最初はどこに何クラブあるのか感覚がありま
せんでしたが、活動を続ける中で減少していることを実感しま

した。先輩⽅方の話
を聞くと2780地区
は10クラブ以上存
在していたそうで
す。残念念ではあり
ますが、現在減少
傾向にあることは
確かです。
 　では未来に向け
てどうしなくては

いけないのでしょうか？まず考えたのが増加と維持です。増加
はもちろんロータリアンの皆様のお⼒力力なくして実現することは
できないので、私たちのアピールが必須になると思います。そ
して増加以上に⼤大切切なのが、現在存続している4クラブを無くさ
ないこと。これが今すぐ⾃自分たちでできることです。⼈人数を減
らさないように意識識しながら活動していくことが重要です。減
ってしまったクラブの中には、⼈人数が減少して存続できなくな
った例例も多かったでしょう。所属する⼈人間も含めて、増加と維
持が⼤大切切です。
 　クラブの⼈人数も残念念ながら減少傾向にあります。多少の増減
はあっても、全体的にはやはり減ってきています。私たちも何

もしてこなかった訳ではなく、考えて⾏行行動はしてきました。ま
ずはロータリアンの皆様にお願いしていると思います。
ご⼦子息、社員やお知り合いの⽅方に声をかけていただきたいと。
また、会員⾃自⾝身の知⼈人・友⼈人の紹介が敷居を低くして⼊入りやす
くすることも多いと思います。会社の先輩後輩にお声かけでき
る場もあるでしょうし、実際の例例会活動のときに声をかけるこ
ともしているでしょう。献⾎血やゴミ拾拾い、お祭りなどはチャン
スだと思います。
 　しかし会員数はなかなか増えていないのが現状です。2590地
区・神奈奈川東部さんは若若いメンバーが多く、どうして若若い⽅方が
⼊入るのか伺ってみたことがあります。基本的にやっていること
は私たちと差がありませんでした。でも唯⼀一違うと感じたの
が、インターアクトクラブとの繋がりが強いという点です。
未来を考えて、我々が安定した⼈人数の増加をしていくには、や
はりインターアクトクラブの卒業⽣生がローターアクトクラブに
⼊入会しやすい窓⼝口が必要だと思います。今までの活動を継続し
ながら、インターアクトの活動になるべく関わっていけば⾃自然
と繋がるのではないでしょうか。就任してすぐ、インターアク
トクラブの合同会議で時間をいただき、関わりを持ってきまし
た。インターアクト出⾝身のメンバーは少しずつ増えてきていま
す。徐々にではありますが、⾮非常に良良い傾向だと思います。イ
ンターアクトの学友会などで交流流を持てるのもありがたいこと
です。⼈人数の安定した増加に繋げることが⼤大切切です。
 　活動⾃自体について。私から⾒見見ると現在の活動内容には少し閉
塞塞感を感じます。悪くはないのですが、⾃自⼰己満⾜足のような活動
も多いと思います。これは機会を与えてくださっているロータ
リアンの皆様に失礼なことです。感謝の気持ちを忘れた活動を
してはいけません。それを解決するためにも開放感を持った活
動を、視野を広げてやっていきたいと考えています。初めての
場所、苦⼿手な設定も少しずつ克服して、皆が⾃自分⾃自⾝身を広げら
れたら、活動内容がどんどん良良くなると思います。
 　クラブの数、所属する⼈人数、活動の閉塞塞感についてお話しい
たしました。現在から先を⾒見見据えると、クラブ数の増加と維
持、⼈人数の安定した増加、活動の開放感へ、この3つを意識識して
いけばよりよい活動ができ、ロータリアンの皆様の期待にも応
えられるようになると確信しております。

❖ Table  Flower
•ワレモコウ 　
•フジバカマ
•ブバリア
•⼩小菊

ワレモコウ  の花⾔言葉葉は「愛慕」
フジバカマの花⾔言葉葉は「優しい思い出」
ブバリアの花⾔言葉葉は「夢」「情熱」
⼩小菊の花⾔言葉葉は「純情」「真実」

❖ 委員会報告
会場監督・⼤大川委員

クールビズは本⽇日で終わり、来週から上着・ネクタイ着⽤用で
お願いします。

⼩小⽥田原城北北ローターアクト・釼持副会⻑⾧長
アクトの例例会案内をさせていただきます。10/9（⽔水）APRRCの
報告会、10/13（⽇日）14（⽉月）キャンプ例例会をします。場所は
ウェルキャンプ⻄西丹丹沢です。ぜひご参加ください。


