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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1819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22⽇日 　12:30〜～13:30

司会：⽊木村  頼弘    副幹事

✴その他
親睦活動委員会⼀一同…委員会開催後の残として、少々ですが。 　
鈴鈴⽊木 　 友徳さん…先週の⽇日曜⽇日、⼩小梅会のゴルフで優賞してし
まいました。いい年年をこいて間違いました。
⼟土岐  博也さん…①先週、結婚記念念⽇日のお祝をいただきました。
②⼭山地パストガバナーを歓迎して。 　
河野   秀雄さん…①⽊木村綾綾乃さん、Abby君の早朝の富⽔水駅への
送りご苦労様です。ロータリアンとして感謝します。
②⼭山地パストガバナーの来訪を歓迎すると共に公私に渡りお世
話に成っておる事に感謝致します。
⻄西 　 寛さん…⼀一⼈人息⼦子の転勤が決まり、今⽇日から⾦金金沢⽀支店に初
出勤となりました。銀⾏行行員なのでしょうがないですが、どんど
ん遠くへ⾏行行ってしまいます。少し寂しい〜～。
中村   維孝さん…①弊社の代理理店80名をご招待し、マカオ・⾹香
港へ⾏行行って参りました。無事帰国できましたので。
②国際奉仕プロジェクトで⾏行行って参りましたハワイ調査旅⾏行行の
お⼟土産のクッキーとコナコーヒー、お召し上がり下さい。
三宅宅  常公さん…⻑⾧長い間お休みを致しましてすみませんでした。
皆様にはご迷惑おかけ致しました。
須賀  俊和さん…ベトナム出張の為、来週の例例会をお休みさせて
頂きます。ご迷惑おかけ致します。
⼩小嶋  章司さん…⼭山地パストガバナーようこそ。本⽇日はよろしく
お願い致します。
露露⽊木  清勝さん…寄⽊木細⼯工の若若⼿手職⼈人グループ「雑⽊木囃⼦子」が神
奈奈川⽂文化賞未来賞を受賞いたしました。本⼈人たちはもとより業
界にとっても⼤大変栄誉なことです。
志澤  昌彦さん…⿐鼻の⿐鼻炎の⼿手術等でしばらくお休みさせて頂き
ました。⿐鼻もようやくスッキリです。
上⽥田  博和さん…昨⽇日まで⼣夕張市に⾏行行っておりました。⼣夕張市が
破綻してから無くなってしまった「もみじ祭り」という市⺠民祭
りを復復活させよう実⾏行行委員⻑⾧長として⾏行行ってきました。⾬雨の中で
はありましたが、4000⼈人の動員ができました。⼜又、久保⽥田さん
から志をいただきまして誠にありがとうございました。
⾕谷⼝口   和雄さん…昨⽇日久しぶりにカワハギ釣りに⾏行行って来まし
た。成果はまあ、まあでしたが、海は快適でした。命の洗濯が
できました。

例例会報告：2013年年10⽉月15⽇日（⾬雨）  第1818回 　通常例例会  

【今後の例例会・卓話スケジュール】

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。

11⽉月12⽇日  通常例例会  12:30
担当:  ⼤大⾕谷  宏会員
卓話:  ⼩小⽥田原職業安定所  脇  直⼀一所⻑⾧長・同  ⼤大⾕谷  彰雇⽤用指導官
「雇⽤用安定⾏行行政の現状｣

11⽉月19⽇日  通常例例会  12:30
担当:  ロータリー財団委員会⼤大川久弥委員⻑⾧長
卓話:  今村 　仁様・地区財団補助⾦金金（補助⾦金金推進）広報・研修
部会担当（鎌倉RC）
「新地区補助⾦金金について｣

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

-‐‑‒2013年年10⽉月-‐‑‒

‣23⽇日(⽔水)  ⼩小⽥田原北北  報徳会館  12:30
  ｢卓話:新会員イニエーションスピーチ｣

‣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:社会奉仕委員会担当」

‣28⽇日(⽉月)  ⼩小⽥田原  報徳会館  報徳会館  12:30
  ｢卓話:新会員⾃自⼰己紹介」

‣29⽇日(⽕火)  箱根  宮ノ下富⼠士屋ホテル  18:00
  ｢卓話:夜間例例会｣

‣30⽇日(⽔水)  ⼩小⽥田原北北  休会
  ｢卓話:｣

‣31⽇日(⽊木)  ⼩小⽥田原中  報徳会館  17:30
  ｢卓話:クラブフォーラム｣

-‐‑‒2013年年11⽉月-‐‑‒

‣1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:(株)HSP研究所⻑⾧長  ⾼高橋  為⽣生様/⼈人間ドック検診の役割･⼼心と⾝身
体のセルフケア⽀支援システム･仏教に学ぶセルフケア」

‣4⽇日(⽉月)  ⼩小⽥田原  休⽇日休会
  ｢卓話:」

‣5⽇日(⽕火)  箱根  宮ノ下富⼠士屋ホテル  12:30
  ｢卓話:Ｒ財団委員⻑⾧長  ⻘青野  豊様｣

‣6⽇日(⽔水)  ⼩小⽥田原北北  報徳会館  12:30
  ｢卓話:杉⼭山  博久様/⼤大正の異異才  詩⼈人福⽥田正夫－⼩小⽥田原の⽂文⼠士からー｣

‣7⽇日(⽊木)  ⼩小⽥田原中  報徳会館  12:30
  ｢卓話:藤井秀樹様/プロジェクションマッピングによる地域活性｣

‣8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:宮城県雄勝町(0311震災被災地)OHガッツ代表  伊藤様(漁師)/
震災復復興と漁業のこれから」

【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15日分 26,650 440,250 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（パストガバナー・⾜足柄RC）

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
「それでこそロータリー」
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:  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｣

13:30 閉会点鐘：露露⽊木  清勝  会⻑⾧長

アビーが我が家に来てから二ヶ
月が経ちました。
この間、わからない言葉は直
ぐ調べなさい!に始まり、足を
ブラブラ揺すらない!地震を喜
ばない!などなど…私に説教さ
れイエローカードを受ける事4
回(-"-)累積10枚になったら我
が家から退場させるよ～（笑）
先週末はローターアクトのキャ

ンプに参加、とても楽しかったようです。
写真は、明日は台風で学校が休みになるかも～と喜ん
でるアビーです♪～(́ε｀ )

（　2013年10月15日　木村綾乃 記　）

■ Abbyコーナー

　相応しい会員をご紹介ください！

R A C
会員募集中

■ 青少年交換負担金について

先週の会長幹事会の席上にて青少年
交換負担金６１万円を本年度は受け
入れが一人であり全額Abbyさんのホ
ストファミリーの為にいただいて参り
ました。
これは第９グループの会員一人当たり
２千円をご負担していただき、地区
からの支援金にプラスしてホストの
負担を軽減する目的で昨年度より施
行されました。
この制度は地区内でも２グループが以
前から実施しているようです。

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
 　先週⾦金金曜⽇日に、渡部グループの5⼈人組が
開催をされました。中野明さんの司会
で、細則の改正や増強の問題、地区出向
者からの報告等しっかりとした次第の流流
れに沿って進⾏行行されました。それと何よ
りも嬉しかったのは、今年年度度まだ⼀一度度も
顔を合わせていなかった⽯石橋会員が出席
をしてくれたことでした。本⼈人の仕事の
⼤大変さや親御さんの通院と看護等々、⼤大
変な環境の中少しでも時間を割いて出席

いただいたことに感謝申し上げます。27⽇日の地区⼤大会には⾬雨天
の場合のみ出席できるそうですが、晴天の場合は、地区の体育
祭に役員のとして参加されてしまうとのことでした。
 　また、それに先⽴立立って8⽇日の夜には、親睦委員会が開催さ
れ、クリスマス家族会・新年年会について活発な意⾒見見が交わされ
ました。ここでも例例会を⽋欠席がちの⾼高橋会員が出席してくれた
ことを嬉しく思いました。特にクリスマス家族会の企画を担当
することになりました。本⼈人も快く引き受けてくれました。⾼高
橋さんが、ロータリーの仕事を具体的に担当することは初めて
であると思います。是⾮非皆さんが楽しめる企画をしていただけ
ればと思います。
 　それから、⻄西湘⾼高校のAbbyちゃん担当の⼤大下先⽣生が来社さ
れました。お話の内容は、来年年度度の⻘青少年年交換の派遣学⽣生に4
⼈人も⽴立立候補してきたとの事でした。このことを伺って、なんと
熱⼼心で積極的な学校だろうかと驚きました。ただその内の⼀一⼈人
は、⾃自宅宅が寒川町のため学校の⽅方で、寒川ロータリークラブに
スポンサーを頼んでくれたそうでした。しかし残りの3⼈人は、
城北北にお願いしたいとのことでしたが、これは何⼈人試験に受か
るかわかりませんが、複数合格者が出た場合を想定して第9グ
ループ全体で受け持つように、井島ガバナー補佐にはお願いを
したところです。
 　また、この時Abbyちゃんの学校での様⼦子も聞きました。
Abbyちゃん、学校では、担任の先⽣生とも仲がよく、友達とも
関係は良良好だとことです。昨年年の2⼈人の交換学⽣生よりも良良い評
価のとのことでした。ホストファミリーの⽊木村さんには感謝申
し上げます。

❖ 出席報告

【⽋欠  席  者】 　5名
 　 　⽯石橋 　徹、⼩小林林  和彦、⼤大川 　裕、⾼高橋  哲也、⽯石内  正彦
【今回MU】 　0名
【前回MU】      1名
 　 　中村  維孝（10/2 　ワイキキRC）
【前々回MU】  1名
 　 　須藤  公司（10/9 　⼩小⽥田原城北北RAC)

例例会報告：2013年年10⽉月15⽇日（⾬雨）第1818回 　通常例例会

⼤大⽊木 　清  委員

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15日 50(47) 42 0 89.36%

10月8日 50(46) 39 0 86.96%

10月1日 50(45) 37 0 91.11%

❖ 幹事報告
⾦金金⼭山  慶昭 　幹事

1)地区⼤大会が再来週の⽇日曜⽇日に開催され
ます。当初は⽋欠席であってもご都合が付
くようでしたら事務局までご連絡お願い
いたします。
当⽇日はバスの予定でしたがご希望が少な
くワゴン⾞車車で⾏行行くことになりました。
ドライバーは⼤大型免許も取得している
須藤会員にお願いをいたしました。

2)9⽉月30⽇日付けで⼩小楠雅昭会員の退会届
が提出されました。持ち回り理理事会を緊急に開き理理事11名全
員のご承認をいただきました。

❖ 卓話
「規定審議会について」

地区諮問委員会/指名委員会PG（⾜足柄RC）
⼭山地 　裕昭 　様

 　ロータリー発祥の地・シカゴで3年年に1
度度開催される規定審議会に当地区代表と
して出席してきました。その審議会のこ
とと、採択された制定案の⾝身近な案件、
同時に、採択はされたけれどもこれから
問題になるのではという案件についてお
話しいたします。
 　規定審議会とは国際ロータリーの様々
なルールを決める⽴立立法機関です。4/21か
ら26まで、世界中の528名がシカゴ市マ

リオットダウンタウンホテルに集まりました。初⽇日には全宗教
合同礼拝が⾏行行われます。国際⼤大会の時には必ず開催され、各宗
教の代表が祈りを捧げますが、押しつけがましいものではあり
ません。私は仏教代表を勤めました。
「私たち仏教徒は仏教の教えに基づき、寛容と慈悲の精神を
持って⼀一⼈人⼀一⼈人が良良⼼心に従って⾏行行う善こそが世界に平和をもた
らすと信じております。平和は⼈人類の永遠の希求であり調和は
⼈人類が向かうべき最⾼高の境地であります。世界の調和は⼀一⼈人⼀一
⼈人に責任があり調和ある世界は私たち⼀一⼈人⼀一⼈人の⼼心から始まり
ます。私たちはロータリークラブという出会いの場に触れて、
ロータリー繋がりの中で多くの友⼈人と知り合い、お互い⾃自⼰己を

磨き、奉仕をする喜
びを知り、フェロー
シップとサービスを
学びます。今年年度度の
RIテーマ『奉仕を通
じて平和を』もたら
すためロータリアン
の皆様がより積極的
に奉仕活動に邁進す
ることにより、ポリ

オや他の病気を世界から無くし、飢餓で苦しんでいる⼈人々や環
境破壊に⻭歯⽌止めをかけ、対⽴立立と憎悪の連鎖を乗り越え平和調和
そして友情の⼼心を育み、全ての⼈人々が安⼼心して暮らす世の中に
なることを⼼心より祈願いたします。（2780地区・2013年年・規
定審議会代表議員・⼭山地裕昭）」
 　そして22⽇日より本会議が始まりました。規定審議会で決定さ
れる⽴立立法案は制定案と決議案の2種類があります。制定案は組
織規定、RI定款細則、または標準クラブ定款を改正することで
す。ロータリーの規則変更更です。決議案は組織規定を改正しな
い提案で、ロータリーの今後の⽅方向を⽰示す重要なもの、活動す
る際に尊重するべきガイドラインの役割を果たしています。
規定審議会は⼤大広間で⾏行行われ、前には議⻑⾧長・副議⻑⾧長・議事運営
⼿手続き専⾨門家・定款細則委員会のメンバーがずらっと並んでい
ます。通訳のブースも⽴立立ち並び、RI役員や広報関係者などが揃
い、総勢7百数⼗十名が⼀一堂に会していました。

 　今回上程された⽴立立法案には200件に及ぶ制定案と決議案があ
り、最終的に148件を審議しました。今回の特徴として、ロー
タリアンになるための資格の規定緩和、会員増強（＝⼈人頭分担
⾦金金の増額）、ロータリアンを単なるボランティア化する試み、
の3つが上げられます。例例会・出席の軽視なども⽬目⽴立立ちました。
 　審議結果です。制定案採択は53件、決議案採択は6件、理理事
会付託8件でした。クラブ例例会出席に関する制定案で、例例会数
を減らそう、出席の要件を緩和しようという類のものは⼤大差で
否決されました。良良識識ある決議で安堵しました。
 　審議は議事法にのって整然と⾏行行われましたが、2004年年規定審
議会に出席された神崎PGが、審議のやり⽅方に疑問を投げかけら
れたことが頭をよぎりました。この議事は論論理理的で明確で⺠民主
的ではありますが、修正動議が出されると多数決で審議の対象
になり、更更に修正動議が出され、が繰り返されます。⼀一件の審
議に⻑⾧長時間を要し貴重な審議の時間を減らしてしまう、⻭歯がゆ
い思いをしました。
 　制定案として採択された中で、⽐比較的⾝身近な案件と重要な案
件を紹介いたします。
『13-‐‑‒8  元クラブ会員の⼆二回⽬目の⼊入会⾦金金を免除する』
『13-‐‑‒12  出席規定に奉仕の要件を含めるよう改正する』
奉仕プロジェクトの参加が、ロータリーにおける出席の概念念と
同列列化したことになります。出席より参加を重視する⽂文化、こ
れが良良いかどうかは、これからクラブ内でも議論論していただき
たいと思います。
『13-‐‑‒22  出席規定の免除規定を改正する』
⻑⾧長期⼊入院者など、健康上の理理由から⼀一年年以上出席規定の免除が
できるようになります。
『13-‐‑‒23  出席免除の65歳以上の年年齢制限を廃⽌止する』
『13-‐‑‒43  仕事をしたことのない⼈人、⼜又は仕事を中断している⼈人
を正会員として認める』
これは修正動議がいろいろ出ました。これも皆さん⽅方でよく考
えていただきたい内容です。
『13-‐‑‒58  地区協議会という名称は地区研修協議会に変更更する』
『13-‐‑‒69  新世代奉仕を⻘青少年年奉仕に名称を戻す』
これはしばらく揺れ動く気がします。
『13-‐‑‒86  ガバナーは公式訪問の折にクラブの定款や細則が規定審
議会の結果に従いRI組織規定に準拠したものかどうか確認する』
『13-‐‑‒92  ガバナー・ノミニー・ディジグネートの肩書きを新設』
『13-‐‑‒109  地区の最低会員数を1200名から1100名に変更更する』
最後に。皆さん⽅方で次回は何か⼀一つ⽴立立法案を出そうという気持
ちで、資料料をチェックしていただきたいです。是⾮非論論議を重ね
て声を上げてください。

❖ Table  Flower
•ワレモコウ 　
•オンシジューム
•チュベローズ
•ナデシコ
•ハワイアンフラッグ

ワレモコウの花⾔言葉葉は「愛慕」「変化」
オンシジュームの花⾔言葉葉は「清楚」
「遊び⼼心」
チュベローズの花⾔言葉葉は「危険な楽しみ」
ナデシコの花⾔言葉葉は「勇敢」「純愛」
ハワイアンフラッグの花⾔言葉葉は「幸福」

❖ 委員会報告
国際奉仕プロジェクト・中村リーダー

先週もご報告させていただきましたが、友好クラブ調査研究旅
⾏行行が無事に終わりました。お⼟土産のクッキーを持ってきました
のでお召し上がりください。今⽇日のコーヒーもハワイのコナ
コーヒーです。11/5に帰国報告会を開く予定です。お楽しみ
に！

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


