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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1817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8⽇日 　12:30〜～13:30

司会：⽊木村  頼弘    副幹事
✴ビジター
原⽥田 　孝⼀一様（地区職業奉仕委員会副委員⻑⾧長 　厚⽊木中RC）…本
⽇日は卓話に伺いました。どうぞよろしく御願いいたします。
千村 　憲⼀一様（⾜足柄RC）…お世話になります。
✴会員誕⽣生⽇日
⽊木村 　 啓滋さん…誕⽣生⽇日のお祝いありがとうございます。58才
となります。今後とも充実した⼈人⽣生をおくりたいと思います。
今後ともよろしくお願いします。
⼤大川 　 裕さん…誕⽣生祝いありがとうございます。新幹線と共に
49年年、今後も無事故で頑張ります。
✴奥様誕⽣生⽇日
中野 　明さん…妻の誕⽣生祝いありがとうございます。
⼤大⾕谷 　 宏さん…家内の誕⽣生⽇日をお祝いして頂きありがとうござ
います。私には“ままならないもの”が3つあります。家内とゴル
フボールとそして⾃自分のおなかの3つです。今後ともよろしく
お願いいたします。
✴その他
Abbyさん誕⽣生会出席者⼀一同…9⽉月24⽇日に氷花餃⼦子にて⻘青少年年交
換留留学⽣生Abbyさんの歓迎会・誕⽣生⽇日会を⾏行行いました。ホスト
ファミリーの⽊木村さん、須藤さんの御家族をはじめ22名の参加
いたしました。楽しい⼀一時でした。少々ですが、残⾦金金を⼊入れさ
せていただきます。
清 　 康夫さん…（株）フジミの相模原営業所のオープンの為、
⽋欠席させて頂きます。メーキャップは必ず致します。
河野 　 秀雄さん…空が⾼高く成りました。もう⾐衣替えですね。3
周⽋欠席しすみません。ロータリーを永く続けたいと思います。
クラブより御⼼心遣いを頂きありがとうございました。
⼩小嶋 　 章司さん…元会員の酒井さんから、富⼠士⼭山で採った「ク
ロカワ」というきのこを頂きました。⼟土地によっては松茸より
⾼高価だとか・・。今晩炭⽕火で焼いて⾷食べます。勇気のある⽅方は
ご⼀一緒下さい。
⾕谷⼝口 　 和雄さん…ハワイ旅⾏行行、気を付けて⾏行行って下さい。御無
事を祈っております。おみやげはいりませんから・・・。

例例会報告：2013年年10⽉月1⽇日（⾬雨）  第1816回 　通常例例会  

【今後の例例会・卓話スケジュール】

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

11⽉月5⽇日  通常例例会  12:30

担当:  国際奉仕プロジェクト
卓話:  地区担当委員
「友好クラブの調査研究について｣
※例例会にて細則改正投票を実施いたします。必ず出席をして下
さい。

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

-‐‑‒2013年年10⽉月-‐‑‒
‣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」  

‣21⽇日(⽉月)  ⼩小⽥田原  報徳会館  報徳会館  12:30
   ｢卓話:クラブフォーラム」

‣22⽇日(⽕火)  箱根  宮ノ下富⼠士屋ホテル  12:30
  ｢卓話:勝俣  喜陽会員担当｣

‣23⽇日(⽔水)  ⼩小⽥田原北北  報徳会館  12:30
   ｢卓話:ロータリー財団について｣

‣24⽇日(⽊木)  ⼩小⽥田原中  報徳会館  12:30
   ｢卓話:⽯石原  和夫会員/改正税法について｣

‣25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:南⾜足柄市役所職員/震災復復興⽀支援について」

【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  

上⽥田 　博和委員

ニコニコ箱 累計 目標

10月1日分 22,000 370,600 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
原⽥田 　孝⼀一様（地区職業奉仕委員会副委員⻑⾧長 　厚⽊木中RC）
千村 　憲⼀一様（⾜足柄RC）
浅⽥田 　真隆様（湯河原RC）

❖ 会員誕⽣生⽇日
⽊木村 　啓滋さん（10⽉月1⽇日）
⼤大川 　裕さん（10⽉月1⽇日）

❖ 奥様誕⽣生⽇日
中野 　⼋八枝⼦子さん（10⽉月2⽇日）
⼤大⾕谷 　明⼦子さん（10⽉月2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
「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:  ⽶米⼭山記念念奨学委員会
卓話:  ⽶米⼭山奨学⽣生
王 　鄲冬（おう  たんとう）様（⼥女女性）
国籍：中国
⼤大学：東海⼤大学
テーマ：
「私の⽣生い⽴立立ちと⽶米⼭山奨学⽣生となった⾃自分」

13:30 閉会点鐘：露露⽊木  清勝  会⻑⾧長

秋晴れの日に明治神宮、原宿に行って来ました。
明治神宮の感想は、「大きかった!」でした。

そんなアビーは、大学生でもう一度日本に留学し、卒業後は日本で英語を教
えたいそうです。
夢は大きく希望は高くですか...(*_*;
でも、アビーその前に「ひらがな」読めるようになろうよ～。日本語たくさ
ん話せるようにしようよ～。
ひっくり返る程驚いたのは私だけでしょうか( ﾟдﾟ)

■ Abbyコーナー

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
 　本⽇日は、⼊入院療療養中でした河野さんが
お元気に復復帰していただきました。⼤大変
お元気に例例会出席をしていただきまして
本当に良良かったです。おめでとうござい
ます。
 　先週24⽇日は、アビーちゃんの誕⽣生会
と歓迎会が⾏行行われ、18歳のお祝いに多
くの皆様がご参加いただきました。あり
がとうございました。本⼈人も⼤大変喜んで

くれてよかったと思います。カウンセラーの柳柳井さん⼤大変お疲
れ様でした。
 　会報のAbbyコーナーにもありますが、ホストファミリーの
⽊木村さんの奥様には我が⼦子のようにしっかりとした教育⽅方針で
⽇日頃の指導をしていただき本当に感謝しております。
そして、アビーちゃんは今⽇日から修学旅⾏行行で北北海道に⾏行行きまし
た。⻄西湘⾼高校では3つのコースに分かれて⾏行行くようで、アビー
ちゃんは函館へ⾏行行くコースを選んだようです。来週には例例会に
出席すると思いますので、⽇日本語がまだまだ不不慣れなアビー
ちゃんに是⾮非⽇日本語で話しかけてやってください。お願い致し
ます。
 　さて、今⼣夕にも消費税率率率のアップが決定されるとの報道がさ
れています。世の中の景気が良良いのか？悪いのか？変わらない
のか？皆さんの判断もわかれる所だと思いますが、この景気を
少しでも刺刺激して良良くしようと⾏行行われるのが各種イベントで
す。⼩小⽥田原城でも先⽉月の産業まつりに続き、今週末は⼩小⽥田原お
でん祭り、その次の週は軽トラサミット、その次はソウルフー
ドフェスタと３週続けてのイベント開催になります。
そして、その間を絆ぐように野外ライブのミュージックスト
リートも⾏行行われます。今⽉月の⼩小⽥田原城周辺は毎週末イベント開
催になります。私事で⾔言えば、今週末は寄⽊木組合のイベントを
箱根で、19・20⽇日は、お隣隣の⽊木⼯工団地フェスティバルを開催
いたします。皆様も秋の⽇日の週末どれか覗いて⾒見見られるのも良良
いと思います。
そして、10⽉月26⽇日・27⽇日はロータリークラブのイベントであ
る地区⼤大会が開催されます。
当クラブでもご案内のように27⽇日の⼤大会終了了後に懇親会を予定
したコースを設定いたしました。是⾮非ご参加をお願い申し上げ
ます。

❖ 出席報告

【⽋欠  席  者】 　8名
 　 　菊地  義雄、⽯石内  正彦、志澤  昌彦、⽯石崎 　孝、
 　 　清 　康夫、⽯石橋  徹、須藤  公司、⾼高橋  哲也
【今回MU】 　0名
【前回MU】      1名
 　 　清 　康夫（9/26 　⼩小⽥田原中RC)
【前々回MU】  0名

例例会報告：2013年年10⽉月1⽇日（⾬雨）第1816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

10月1日 50(45) 37 0 82.22%

9月24日 51(46) 37 2 86.96%

9月17日 51(48) 37 0 79.17%

❖ 幹事報告
⾦金金⼭山  慶昭 　幹事

理理事会（抜粋）
1)⼩小⽥田原城北北ロータリークラブの細則変
更更案について⻑⾧長期ビジョン策定委員会
より議案提出があり承認されました。

2)地区⼤大会の参加者は12名と少ないです
が間際まで募集をいたします。⼤大会の内
容は会報にも掲載していただきました。

その他
諸星さんがテーブルクロスを何回かに分けて洗濯をしていただ
いていますが、汚れが落落ちない箇所もありますのでご了了承下さ
い。

❖ 卓話
「職業奉仕について」

地区職業奉仕副委員⻑⾧長（厚⽊木中RC）
原⽥田 　孝⼀一 　様

 　職業奉仕とはどういうものか？難
しくて分かりにくい反⾯面、そんな難
しく考える必要はないという意⾒見見も
あります。
こちらは1999〜～2000年年に当地区の
職業奉仕委員会が発⾏行行した冊⼦子で
す。⼆二部構成になっていて、前半は
その年年のセミナー。分かりやすくコ

ンパクトに職業奉仕についての話をされています。後半はこの
地区の全クラブから⼀一⼈人か⼆二⼈人「私の職業奉仕」というテーマ
での論論⽂文が載っています。各⾃自が⾃自分の職業に誇りを持って社
会貢献・職業奉仕を実践していることが描かれています。つま
り50⼈人のロータリアンがいれば50通りの職業奉仕があるという
ことです。
委員としてお話をするときに悩むことがあります。例例えばこの
中にはチャーターメンバーも、⼊入会1年年⽬目の⽅方もいらっしゃい
ます。どこに焦点を合わせて話したらいいかが⾮非常に難しいと
ころです。
 　職業奉仕はなぜ分かりにくいか？そもそも⾔言葉葉⾃自体が奇妙
な、ロータリーの造語です。職業はお⾦金金を得るためのもの、経
済⽣生活のためライバルと争うイメージです。奉仕は世のため⼈人
のため、無償の⾏行行為です。元々⾃自⼰己⽭矛盾を内包した⾔言葉葉です。
哲学的要素があり、だからこそ⼈人々を魅了了してRCは発展してき
ました。
 　職業奉仕を知るためには具体的な事例例に当たるしかありませ
ん。⾃自分の職業奉仕は何なのか？歴史的背景、ロータリーの⽬目
的、などがキーワードとなります。

歴史的背景です。1905年年
にシカゴロータリークラ
ブが創⽴立立されました。最
初の定款に「クラブ会員
の事業所の利利益の増⼤大」
「通常社交クラブに付随
する親睦とその他の必要
と思われる事項の推進」
「シカゴ市の最⼤大の利利益
を推進し、シカゴ市⺠民と

しての誇りと忠誠⼼心を市⺠民の間に広げる」とあります。つまり
創⽴立立当時の⽬目的は、会員の親睦が最初にあり、次に互恵でし
た。その後、精神的相互扶助による利利益の向上が加わって、職
業奉仕の原型ができたと⾔言われています。重要な点が⼆二つあり
まして、⼀一業種⼀一会員先⾏行行制度度がまず確⽴立立され、例例会の出席義
務も決められました。これは他のクラブとの⼤大きな相違点で
す。
 　1908年年「奉仕の⼼心」の提⽰示がなされます。1911年年「超我の
奉仕」「最もよく奉仕する者、最も多く報いられる」の標語が
作られます。1915年年ロータリー道徳律律・倫倫理理訓が、1923年年決

議23-‐‑‒34が採択されました。1927年年「ロータリークラブの原理理
と実践」に職業奉仕という名前が与えられました。
 　ロータリーの⽬目的は、意義ある事業の基礎として奉仕の理理念念
を奨励し、これを育むことにある、となっています。「職業上
の⾼高い倫倫理理基準を保ち、役⽴立立つ仕事は全て価値あるものと認識識
し、社会に奉仕する機会として各⾃自の職業を⾼高潔なものとす
る」読んだだけでは理理解しにくいですが、⾃自分の職業に置き換
えて考えてみてください。
決議23-‐‑‒34は職業奉仕の⾃自⼰己⽭矛盾を感じさせる内容です。ロー
タリーは⼀一つの⼈人⽣生哲学であり、利利⼰己的な欲求と義務及びこれ
に伴う他⼈人のために奉仕したいという感情との間に常に存在す
る⽭矛盾を和らげようとするものです。できれば決議23-‐‑‒34が⽣生
まれた背景について話し合い等を持たれるといいと思います。
 　職業宣⾔言について。職業奉仕はクラブと会員両⽅方の責務であ
る、となっています。今年年度度の職業奉仕セミナーはここに焦点
を絞ってやりました。クラブの責任も重要です。

 　職業奉仕とは何か？⼀一⾔言では⾔言い表せません。昨年年度度のセミ
ナーでの結論論は「職業奉仕は解りにくい。但し⼀一番⼤大事なこと
は、職業奉仕とは何か、を考えること」でした。考えることで
ロータリーの歴史を確認し、さまざまな義務や⽬目的がなぜ存在
するのかを知ることが⼤大切切なのです。
 　地区職業奉仕委員会の使命は、より多くのロータリアンによ
り深く広く職業奉仕についての理理念念を深めてもらい、ご⾃自⾝身の
職業の中で具体的に職業奉仕の理理念念を実践していただく、そう
いう活動を推進することです。ただ、この活動は数値化できま
せん。職業奉仕はロータリーの根幹ですが、どの程度度皆さんが
この活動に推進しているかは⾒見見えないのです。元々個⼈人が考
え、個⼈人が深め、個⼈人が実践するものです。だからこそバック
ボーンとしてのクラブの責任は⾮非常に⼤大きいと⾔言えます。クラ
ブの⼟土壌・雰囲気が豊かであるほど、会員の理理念念も深まると思
います。今年年度度のセミナーでは、クラブが⾏行行える職業奉仕活動
を考えようと企画しています。
 　最後に設例例を説明します。
⾼高い評価を受けた論論⽂文で「⼀一業種⼀一会員制度度が職業奉仕の理理念念
を深める重要な要素である」という内容があります。それは何
故なのかをそれぞれ考えてご⾃自⾝身の中で深めていただければと
思います。ロータリーは良良質な職業⼈人の集まりです。具体的な
設問の答えを皆さんでじっくり考えてみてください。

❖ Table  Flower
•⿊黒⽶米 　
•スプレーマム
•キノラパン

スプレーマム  の花⾔言葉葉は
「逆境の中で元気」「清らかな愛」

　相応しい会員をご紹介ください！

R A C
会員募集中

2013年　RI2780地区　地区大会
開催日：2013/10/26(土) / 第１日
　　　　2013/10/27(日) / 第２日（参加日）
場　所：藤沢グランドホテル
　　　　藤沢産業センター・藤沢市民会館
＜参加概要＞
　平成25年10月27日（日）登録受付11:30
　会場：藤沢市民会館大ホール　本会議12:30点鐘～17:45


