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PEACE THROUGH SERVICE
R.I.会長テーマ

“奉仕を通じて平和を”
会長 田中 作次

第2680地区 宝塚中ロータリークラブ

本日の例会　　5月14日（水） 次週予告　　5月21日（水）
● ソング

● プログラム

「それでこそロータリー」
　　　　　　川添　裕照　会員
「卓　話」
　　　　　　馬場　和代　会員

● ソング

● プログラム

「われらの生業」
　　　　　　野木　久子　会員
「卓　話」
　　　　　　大門美智子　会員
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▼第1001回　　　　　　　　4月24日（水）

◆宝塚３RC合同例会（主催：宝塚武庫川RC）

宝塚武庫川RC　　　
会長　畑　　昌明

　今期最後の宝塚3クラブ合同例会となりまし
た。
　何はともあれ、今年度につきましては我々
のクラブが、ガバナーホストクラブとして地
区大会、そして各種の地区委員会を開催する
中、残すところ2か月余りまで無事乗り切るこ
とができましたのも、宝塚3クラブの皆々様の
力強い声援があったおかげと感謝していると
ころです。
　クラブ内ではあと周年記念の会を残すとろ
となりました。当地区では最初のHYOGOロー
タリーEクラブと命名いたしました新クラブの
チャーターナイトをスポンサークラブとして
何としても成功裡に終わらせることが出来る
よう願って、準備を進めているところです。
もう一段のご支援を皆様にお願いいたしたい
と存じます。
　また、今期は宝塚3クラブの共同事業として
宝塚市社会福祉協議会にテント二張りを寄贈
いたしました。先日の事業にもこのテントが
活躍していたとの報告をお聞きし、喜んでい
るところです。
　宝塚3クラブが一同に会し、ロータリアン同

士の親交を深めることの重要性は非常に大き
いものと理解しております。各クラブにとっ
ては集う時間の違いや、会員構成、人数の違
いはあっても、ロータリアンとして目指すと
ころに違いは無いはずです。
　ロータリークラブが大きな変革の時を迎え
活動にグローバル化も求められているなか
で、それぞれのクラブでの取り組みに限界を
感じる場面を多々経験するところです。
　身の丈にあった活動で良し、とする意見も
理解できるところですが、地域社会のニーズ
に合った活動を成し遂げるためにも会員増強
が大きなカギとなる中で宝塚に集うロータリ
アンの気持ちの結集が求められるのではない
でしょうか。
　この地で集うロータリアンの結集した心
を、そして力を、地域への奉仕活動に、そし
てそれらをグループに広げ、地区に拡大し、
我々ロータリアン一人一人の思いを成し遂げ
ていこうではありませんか。

ごあいさつ

プログラム

第1001回例会報告 4月24日（水）
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ENGAGE ROTARY CHANGE LIVES
R.I.会長テーマ

“ロータリーを実践し　みんなに豊かな人生を”
会長 ロン・Ｄ・バートン

第2680地区 宝塚中ロータリークラブロータリーを
実践し

みんなに
豊かな人生を

ロン D. バートン
2013-14年度RI会長

◆出席報告

▼第1002回　　　　　　　　5月7日（水）

◆会員誕生日
１７日　谷口　敏彦　会員

◆奥様・ご主人様　誕生日
　　４日　前田久美子　様

◆結婚記念日
　　１日　堀　　弘二・典子　様

会長　大西　利哉

　本日のお客様は谷口会員の娘さんの御主人
であられます 渡辺　潤　さまです。ごゆっく
りお過ごしください。
　先日、坂上会員の奥様 妙子様 が5月2日にご
逝去されました。ご冥福をお祈りします。
　2週間も当クラブの例会がないと、会長の時
間の話を考えることをすっかり忘れてしまい
ました。まだ、今日を入れて、8回あります。
　4月29日の祝日に貴重なお時間をつかって、
地区研修協議会にご参加くださいましてあり
がとうございます。改めて勉強になったかと
思います。本日は、地区研修協議会の報告を
後ほどしていただきますので、よろしくお願
いします。
　今月のロータリーの友の3ページ目に「ポリ
オ撲滅　そのゴールのために｣ RI会長の話が掲
載されていますので、ポリオ撲滅状況の話を
します。
 3月27日、世界ポリオ撲滅計画（GPEI）は、
WHO（世界保健機関）が東南アジア地域の
国々でポリオが撲滅したことを祝いました。
ポリオに終止符を打ち、そのことによって多
くの利益がもたらされる、歴史的な出来事で
す。この地域の11か国（バングラデシュ、
ブータン、北朝鮮、インド、インドネシア、
モルディブ、ミャンマー、ネパール、スリラ
ンカ、タイ、東ティモール）には、約18億の
人が住み、世界を6つに分けたWHOの地域で
公式にポリオ撲滅が認められた4つ目の地域に
なります。

 かつてポリオの撲滅が最も難しいと考えられ
ていたインドで2011年1月13日を最後に発症し
ていないことが、この地域での撲滅宣言を可
能にさせました。スリランカ、モルディブ、
ブータンなどの国では、すでにポリオが撲滅
されており、この日が来るのを15年以上待っ
ていました。しかし、この進歩もポリオが残
る3か国（アフガニスタン、パキスタン、ナイ
ジェリア）で撲滅しない限り、危険にさらさ
れています。

（ロータリージャパンより抜粋）

地区協議会出席報告
参加の委員長各位より報告がありました。

●小山　一子　次期会長
　従来の机配列による講義方式から、テーブ
ルを囲む討議方式で実施されました。
次期RI会長スローガン“light up Rotary”、次
期地区ガバナースローガン“try something　
new”
●栗田　義博　次期幹事
　宝塚中RCの特徴をPRしました（女性会員
数・２双子クラブとの交流等）。
　来年度のスケジュール出来れば今月中に作
成予定です。
　来季の活動計画６月中によろしくお願いし
ます。
●那須　範満　次期副会長
　　　　　　　（奉仕プロジェクト委員長）
　ロータリーの親睦“真の親睦とは”なにか？
　奉仕の多様性について
●中村　敏治　次期職業奉仕委員長
　滝澤ガバナーの職業奉仕委員会の諮問事項は
１）職業奉仕をロータリの基本理念として全
　　ての会員に提示する。
２）四つのテストを含め、職業奉仕の理念が
　　広く会員に理解されるようなセミナーを
　　実施する。
　職業奉仕セミナーを5か所にわけて、別々に
開催する。

　深川純一・安平和彦両パストガバナーが話
をされる。
　阪神地区は8月2日㈯に尼崎市で開催される。
会長・幹事・クラブ奉仕委員会委員・入会5年
以内の会員は出席して下さい。
●細川　洋一　次期国際奉仕委員長
　社会奉仕・国際奉仕・RI財団各委員会に対
し、補助金プロジェクトと各委員会の役割の
説明がありました。
　当地区の際奉仕委員会活動は4小委員会：世
界社会奉仕・国際親睦・VTT・奨学金より構
成されています。
　＊世界社会奉仕小委員会：グローバル補助
　　金を使ったロータリーの6重点分野に関係
　　した人道的支援を行う。
　＊国際親善小委員会：チクチャリティゴル
　　フ大会、日・タイ文化交流活動等
　＊VTT小委員会：専門職業人グループの海
　　外専門職業人との交流活動（知識の習得
　　＆付与）
　＊奨学金小委員会：グローバル補助金を使
　　用する奨学金プロジェクト（6重点項目の
　　合致が必須条件）
●草野　　旦　次期RI財団委員長
　ロータリークラブは親睦と奉仕ですが、奉
仕と申しましても多々あります。その実現が
ロータリー財団にあります。曰く、ポリオ撲
滅運動、朱学金資金援助、水の安定資源化
等々。
　そのために今年は会員全員より15,000円／年
を寄付するようにとのことです。
　皆様、御協力の方よろしくお願い申し上げ
ます。
●矢野　浩臣　次期米山奨学委員長
　米山奨学事業は、ロータリーの理想とする
国際理解と親善を深めるために優秀な留学生
を支援し、国際平和の創造と維持に貢献する
ことを目的とする、日本のロータリー独自の
事業です。また、民間最大の留学生奨学団体
として全国のロータリアンから御寄附を得
て、今日まで支援した奨学生は121の国と地
域、17,545名になり、現在は毎年700名の奨学
生を支援するために努力しております。
　2014－2015年度のガバナー諮問事項として4
点あげられています。
　①米山記念奨学会への寄付を推進する（目
　　標は一人年間15,000円）
　②米山奨学生がロータリーに対する理解を
　　深め、会員と積極的に交流する方策を実
　　践する
　③米山記念奨学会の目的や活動内容につい
　　て、全員に正確に理解されるように、効
　　果的なセミナーを実施する

　④PHD協会の活動を支援する
　次期はサブ世話クラブとして奨学生の受け
入れをすることから、10月の米山月間の際に
は米山ボックスを設置して、最低でも一人当
たりの平均寄付額が年額15,000円以上になりま
すよう、特別寄付金（任意）の御支援、御協
力もよろしくお願い致します。

○馬場　和代　君
　　竹原様　南フランス御旅行のおみやげあ
　りがとうございます。ラベンダーのいい香
　りがしています。ニコニコ。
○桑田　昭世　君
　　今日は昼から京都へ出かけました。桜も
　良かったですが、帰りに天王山あたりの山
　藤がとっても美しかったです。夕やけもす
　ばらしく、又もうすぐ夏がやってくる様で
　す。にこにこ

　   本日合計　　　　　　￥13,000円
　　本日までの累計　　　￥856,000円

（田村　久子　記）

◆本日のソング
「君が代」「四つのテスト」

川添　裕昭　会員

◆出席報告

◆クラブゲスト
渡辺　　潤　様
　（谷口会員の娘婿殿）

◆幹事報告
・月初の理事役員会を開催します。
・5／18㈰宝塚武庫川RC35周年記念例会です。
　参加予定者の方は宜しくお願いします。

◆スポット
◯大西会長杯日程の件、計画通り6／22開催し
　ます。（宝塚高原GC）
◯竹原会員の欧州旅行
　土産、モナコ王室御
　用達チョコレートを

　賞味しました。
◯次回馬場会員の卓話
　マリンバ演奏の予定です。多数のご出席宜
　しくお願いします。
「理事・役員会議事録」
日　程　平成26年5月7日(水)
時　間　20時00分～
場　所　宝塚ホテル
出席者　大西・前田・木本・田村・小山
　　　　田辺・阪上・栗田・中村・蓮尾
　　　　草野
内　容
○次期事務員交代の件　承認
◯名誉会員について　　協議

第1002回例会報告 5月7日（水）



▼第1001回　　　　　　　　4月24日（水）

◆宝塚３RC合同例会（主催：宝塚武庫川RC）

宝塚武庫川RC　　　
会長　畑　　昌明

　今期最後の宝塚3クラブ合同例会となりまし
た。
　何はともあれ、今年度につきましては我々
のクラブが、ガバナーホストクラブとして地
区大会、そして各種の地区委員会を開催する
中、残すところ2か月余りまで無事乗り切るこ
とができましたのも、宝塚3クラブの皆々様の
力強い声援があったおかげと感謝していると
ころです。
　クラブ内ではあと周年記念の会を残すとろ
となりました。当地区では最初のHYOGOロー
タリーEクラブと命名いたしました新クラブの
チャーターナイトをスポンサークラブとして
何としても成功裡に終わらせることが出来る
よう願って、準備を進めているところです。
もう一段のご支援を皆様にお願いいたしたい
と存じます。
　また、今期は宝塚3クラブの共同事業として
宝塚市社会福祉協議会にテント二張りを寄贈
いたしました。先日の事業にもこのテントが
活躍していたとの報告をお聞きし、喜んでい
るところです。
　宝塚3クラブが一同に会し、ロータリアン同

士の親交を深めることの重要性は非常に大き
いものと理解しております。各クラブにとっ
ては集う時間の違いや、会員構成、人数の違
いはあっても、ロータリアンとして目指すと
ころに違いは無いはずです。
　ロータリークラブが大きな変革の時を迎え
活動にグローバル化も求められているなか
で、それぞれのクラブでの取り組みに限界を
感じる場面を多々経験するところです。
　身の丈にあった活動で良し、とする意見も
理解できるところですが、地域社会のニーズ
に合った活動を成し遂げるためにも会員増強
が大きなカギとなる中で宝塚に集うロータリ
アンの気持ちの結集が求められるのではない
でしょうか。
　この地で集うロータリアンの結集した心
を、そして力を、地域への奉仕活動に、そし
てそれらをグループに広げ、地区に拡大し、
我々ロータリアン一人一人の思いを成し遂げ
ていこうではありませんか。

おめでとうございます
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◆出席報告

▼第1002回　　　　　　　　5月7日（水）

◆会員誕生日
１７日　谷口　敏彦　会員

◆奥様・ご主人様　誕生日
　　４日　前田久美子　様

◆結婚記念日
　　１日　堀　　弘二・典子　様

会長　大西　利哉

　本日のお客様は谷口会員の娘さんの御主人
であられます 渡辺　潤　さまです。ごゆっく
りお過ごしください。
　先日、坂上会員の奥様 妙子様 が5月2日にご
逝去されました。ご冥福をお祈りします。
　2週間も当クラブの例会がないと、会長の時
間の話を考えることをすっかり忘れてしまい
ました。まだ、今日を入れて、8回あります。
　4月29日の祝日に貴重なお時間をつかって、
地区研修協議会にご参加くださいましてあり
がとうございます。改めて勉強になったかと
思います。本日は、地区研修協議会の報告を
後ほどしていただきますので、よろしくお願
いします。
　今月のロータリーの友の3ページ目に「ポリ
オ撲滅　そのゴールのために｣ RI会長の話が掲
載されていますので、ポリオ撲滅状況の話を
します。
 3月27日、世界ポリオ撲滅計画（GPEI）は、
WHO（世界保健機関）が東南アジア地域の
国々でポリオが撲滅したことを祝いました。
ポリオに終止符を打ち、そのことによって多
くの利益がもたらされる、歴史的な出来事で
す。この地域の11か国（バングラデシュ、
ブータン、北朝鮮、インド、インドネシア、
モルディブ、ミャンマー、ネパール、スリラ
ンカ、タイ、東ティモール）には、約18億の
人が住み、世界を6つに分けたWHOの地域で
公式にポリオ撲滅が認められた4つ目の地域に
なります。

 かつてポリオの撲滅が最も難しいと考えられ
ていたインドで2011年1月13日を最後に発症し
ていないことが、この地域での撲滅宣言を可
能にさせました。スリランカ、モルディブ、
ブータンなどの国では、すでにポリオが撲滅
されており、この日が来るのを15年以上待っ
ていました。しかし、この進歩もポリオが残
る3か国（アフガニスタン、パキスタン、ナイ
ジェリア）で撲滅しない限り、危険にさらさ
れています。

（ロータリージャパンより抜粋）

地区協議会出席報告
参加の委員長各位より報告がありました。

●小山　一子　次期会長
　従来の机配列による講義方式から、テーブ
ルを囲む討議方式で実施されました。
次期RI会長スローガン“light up Rotary”、次
期地区ガバナースローガン“try something　
new”
●栗田　義博　次期幹事
　宝塚中RCの特徴をPRしました（女性会員
数・２双子クラブとの交流等）。
　来年度のスケジュール出来れば今月中に作
成予定です。
　来季の活動計画６月中によろしくお願いし
ます。
●那須　範満　次期副会長
　　　　　　　（奉仕プロジェクト委員長）
　ロータリーの親睦“真の親睦とは”なにか？
　奉仕の多様性について
●中村　敏治　次期職業奉仕委員長
　滝澤ガバナーの職業奉仕委員会の諮問事項は
１）職業奉仕をロータリの基本理念として全
　　ての会員に提示する。
２）四つのテストを含め、職業奉仕の理念が
　　広く会員に理解されるようなセミナーを
　　実施する。
　職業奉仕セミナーを5か所にわけて、別々に
開催する。

　深川純一・安平和彦両パストガバナーが話
をされる。
　阪神地区は8月2日㈯に尼崎市で開催される。
会長・幹事・クラブ奉仕委員会委員・入会5年
以内の会員は出席して下さい。
●細川　洋一　次期国際奉仕委員長
　社会奉仕・国際奉仕・RI財団各委員会に対
し、補助金プロジェクトと各委員会の役割の
説明がありました。
　当地区の際奉仕委員会活動は4小委員会：世
界社会奉仕・国際親睦・VTT・奨学金より構
成されています。
　＊世界社会奉仕小委員会：グローバル補助
　　金を使ったロータリーの6重点分野に関係
　　した人道的支援を行う。
　＊国際親善小委員会：チクチャリティゴル
　　フ大会、日・タイ文化交流活動等
　＊VTT小委員会：専門職業人グループの海
　　外専門職業人との交流活動（知識の習得
　　＆付与）
　＊奨学金小委員会：グローバル補助金を使
　　用する奨学金プロジェクト（6重点項目の
　　合致が必須条件）
●草野　　旦　次期RI財団委員長
　ロータリークラブは親睦と奉仕ですが、奉
仕と申しましても多々あります。その実現が
ロータリー財団にあります。曰く、ポリオ撲
滅運動、朱学金資金援助、水の安定資源化
等々。
　そのために今年は会員全員より15,000円／年
を寄付するようにとのことです。
　皆様、御協力の方よろしくお願い申し上げ
ます。
●矢野　浩臣　次期米山奨学委員長
　米山奨学事業は、ロータリーの理想とする
国際理解と親善を深めるために優秀な留学生
を支援し、国際平和の創造と維持に貢献する
ことを目的とする、日本のロータリー独自の
事業です。また、民間最大の留学生奨学団体
として全国のロータリアンから御寄附を得
て、今日まで支援した奨学生は121の国と地
域、17,545名になり、現在は毎年700名の奨学
生を支援するために努力しております。
　2014－2015年度のガバナー諮問事項として4
点あげられています。
　①米山記念奨学会への寄付を推進する（目
　　標は一人年間15,000円）
　②米山奨学生がロータリーに対する理解を
　　深め、会員と積極的に交流する方策を実
　　践する
　③米山記念奨学会の目的や活動内容につい
　　て、全員に正確に理解されるように、効
　　果的なセミナーを実施する

　④PHD協会の活動を支援する
　次期はサブ世話クラブとして奨学生の受け
入れをすることから、10月の米山月間の際に
は米山ボックスを設置して、最低でも一人当
たりの平均寄付額が年額15,000円以上になりま
すよう、特別寄付金（任意）の御支援、御協
力もよろしくお願い致します。

○馬場　和代　君
　　竹原様　南フランス御旅行のおみやげあ
　りがとうございます。ラベンダーのいい香
　りがしています。ニコニコ。
○桑田　昭世　君
　　今日は昼から京都へ出かけました。桜も
　良かったですが、帰りに天王山あたりの山
　藤がとっても美しかったです。夕やけもす
　ばらしく、又もうすぐ夏がやってくる様で
　す。にこにこ

　   本日合計　　　　　　￥13,000円
　　本日までの累計　　　￥856,000円

（田村　久子　記）

◆本日のソング
「君が代」「四つのテスト」

川添　裕昭　会員

◆出席報告

◆クラブゲスト
渡辺　　潤　様
　（谷口会員の娘婿殿）

◆幹事報告
・月初の理事役員会を開催します。
・5／18㈰宝塚武庫川RC35周年記念例会です。
　参加予定者の方は宜しくお願いします。

◆スポット
◯大西会長杯日程の件、計画通り6／22開催し
　ます。（宝塚高原GC）
◯竹原会員の欧州旅行
　土産、モナコ王室御
　用達チョコレートを

　賞味しました。
◯次回馬場会員の卓話
　マリンバ演奏の予定です。多数のご出席宜
　しくお願いします。
「理事・役員会議事録」
日　程　平成26年5月7日(水)
時　間　20時00分～
場　所　宝塚ホテル
出席者　大西・前田・木本・田村・小山
　　　　田辺・阪上・栗田・中村・蓮尾
　　　　草野
内　容
○次期事務員交代の件　承認
◯名誉会員について　　協議

メイキャップ出席免除者会員数 算　定 本　日 出席率

前々回
4月9日

本　日 28

28

1

1

27

27

16

25 0 

59.26

92.59

会長の時間

プログラム



▼第1001回　　　　　　　　4月24日（水）

◆宝塚３RC合同例会（主催：宝塚武庫川RC）

宝塚武庫川RC　　　
会長　畑　　昌明

　今期最後の宝塚3クラブ合同例会となりまし
た。
　何はともあれ、今年度につきましては我々
のクラブが、ガバナーホストクラブとして地
区大会、そして各種の地区委員会を開催する
中、残すところ2か月余りまで無事乗り切るこ
とができましたのも、宝塚3クラブの皆々様の
力強い声援があったおかげと感謝していると
ころです。
　クラブ内ではあと周年記念の会を残すとろ
となりました。当地区では最初のHYOGOロー
タリーEクラブと命名いたしました新クラブの
チャーターナイトをスポンサークラブとして
何としても成功裡に終わらせることが出来る
よう願って、準備を進めているところです。
もう一段のご支援を皆様にお願いいたしたい
と存じます。
　また、今期は宝塚3クラブの共同事業として
宝塚市社会福祉協議会にテント二張りを寄贈
いたしました。先日の事業にもこのテントが
活躍していたとの報告をお聞きし、喜んでい
るところです。
　宝塚3クラブが一同に会し、ロータリアン同

士の親交を深めることの重要性は非常に大き
いものと理解しております。各クラブにとっ
ては集う時間の違いや、会員構成、人数の違
いはあっても、ロータリアンとして目指すと
ころに違いは無いはずです。
　ロータリークラブが大きな変革の時を迎え
活動にグローバル化も求められているなか
で、それぞれのクラブでの取り組みに限界を
感じる場面を多々経験するところです。
　身の丈にあった活動で良し、とする意見も
理解できるところですが、地域社会のニーズ
に合った活動を成し遂げるためにも会員増強
が大きなカギとなる中で宝塚に集うロータリ
アンの気持ちの結集が求められるのではない
でしょうか。
　この地で集うロータリアンの結集した心
を、そして力を、地域への奉仕活動に、そし
てそれらをグループに広げ、地区に拡大し、
我々ロータリアン一人一人の思いを成し遂げ
ていこうではありませんか。

ニコニコ箱

◆出席報告

▼第1002回　　　　　　　　5月7日（水）

◆会員誕生日
１７日　谷口　敏彦　会員

◆奥様・ご主人様　誕生日
　　４日　前田久美子　様

◆結婚記念日
　　１日　堀　　弘二・典子　様

会長　大西　利哉

　本日のお客様は谷口会員の娘さんの御主人
であられます 渡辺　潤　さまです。ごゆっく
りお過ごしください。
　先日、坂上会員の奥様 妙子様 が5月2日にご
逝去されました。ご冥福をお祈りします。
　2週間も当クラブの例会がないと、会長の時
間の話を考えることをすっかり忘れてしまい
ました。まだ、今日を入れて、8回あります。
　4月29日の祝日に貴重なお時間をつかって、
地区研修協議会にご参加くださいましてあり
がとうございます。改めて勉強になったかと
思います。本日は、地区研修協議会の報告を
後ほどしていただきますので、よろしくお願
いします。
　今月のロータリーの友の3ページ目に「ポリ
オ撲滅　そのゴールのために｣ RI会長の話が掲
載されていますので、ポリオ撲滅状況の話を
します。
 3月27日、世界ポリオ撲滅計画（GPEI）は、
WHO（世界保健機関）が東南アジア地域の
国々でポリオが撲滅したことを祝いました。
ポリオに終止符を打ち、そのことによって多
くの利益がもたらされる、歴史的な出来事で
す。この地域の11か国（バングラデシュ、
ブータン、北朝鮮、インド、インドネシア、
モルディブ、ミャンマー、ネパール、スリラ
ンカ、タイ、東ティモール）には、約18億の
人が住み、世界を6つに分けたWHOの地域で
公式にポリオ撲滅が認められた4つ目の地域に
なります。

週間報告

メイキャップ出席免除者会員数 算　定 本　日 出席率

前々回
4月16日

本　日 28

28

1

1

27

27

24

16 8 

88.46

88.89

 かつてポリオの撲滅が最も難しいと考えられ
ていたインドで2011年1月13日を最後に発症し
ていないことが、この地域での撲滅宣言を可
能にさせました。スリランカ、モルディブ、
ブータンなどの国では、すでにポリオが撲滅
されており、この日が来るのを15年以上待っ
ていました。しかし、この進歩もポリオが残
る3か国（アフガニスタン、パキスタン、ナイ
ジェリア）で撲滅しない限り、危険にさらさ
れています。

（ロータリージャパンより抜粋）

地区協議会出席報告
参加の委員長各位より報告がありました。

●小山　一子　次期会長
　従来の机配列による講義方式から、テーブ
ルを囲む討議方式で実施されました。
次期RI会長スローガン“light up Rotary”、次
期地区ガバナースローガン“try something　
new”
●栗田　義博　次期幹事
　宝塚中RCの特徴をPRしました（女性会員
数・２双子クラブとの交流等）。
　来年度のスケジュール出来れば今月中に作
成予定です。
　来季の活動計画６月中によろしくお願いし
ます。
●那須　範満　次期副会長
　　　　　　　（奉仕プロジェクト委員長）
　ロータリーの親睦“真の親睦とは”なにか？
　奉仕の多様性について
●中村　敏治　次期職業奉仕委員長
　滝澤ガバナーの職業奉仕委員会の諮問事項は
１）職業奉仕をロータリの基本理念として全
　　ての会員に提示する。
２）四つのテストを含め、職業奉仕の理念が
　　広く会員に理解されるようなセミナーを
　　実施する。
　職業奉仕セミナーを5か所にわけて、別々に
開催する。

　深川純一・安平和彦両パストガバナーが話
をされる。
　阪神地区は8月2日㈯に尼崎市で開催される。
会長・幹事・クラブ奉仕委員会委員・入会5年
以内の会員は出席して下さい。
●細川　洋一　次期国際奉仕委員長
　社会奉仕・国際奉仕・RI財団各委員会に対
し、補助金プロジェクトと各委員会の役割の
説明がありました。
　当地区の際奉仕委員会活動は4小委員会：世
界社会奉仕・国際親睦・VTT・奨学金より構
成されています。
　＊世界社会奉仕小委員会：グローバル補助
　　金を使ったロータリーの6重点分野に関係
　　した人道的支援を行う。
　＊国際親善小委員会：チクチャリティゴル
　　フ大会、日・タイ文化交流活動等
　＊VTT小委員会：専門職業人グループの海
　　外専門職業人との交流活動（知識の習得
　　＆付与）
　＊奨学金小委員会：グローバル補助金を使
　　用する奨学金プロジェクト（6重点項目の
　　合致が必須条件）
●草野　　旦　次期RI財団委員長
　ロータリークラブは親睦と奉仕ですが、奉
仕と申しましても多々あります。その実現が
ロータリー財団にあります。曰く、ポリオ撲
滅運動、朱学金資金援助、水の安定資源化
等々。
　そのために今年は会員全員より15,000円／年
を寄付するようにとのことです。
　皆様、御協力の方よろしくお願い申し上げ
ます。
●矢野　浩臣　次期米山奨学委員長
　米山奨学事業は、ロータリーの理想とする
国際理解と親善を深めるために優秀な留学生
を支援し、国際平和の創造と維持に貢献する
ことを目的とする、日本のロータリー独自の
事業です。また、民間最大の留学生奨学団体
として全国のロータリアンから御寄附を得
て、今日まで支援した奨学生は121の国と地
域、17,545名になり、現在は毎年700名の奨学
生を支援するために努力しております。
　2014－2015年度のガバナー諮問事項として4
点あげられています。
　①米山記念奨学会への寄付を推進する（目
　　標は一人年間15,000円）
　②米山奨学生がロータリーに対する理解を
　　深め、会員と積極的に交流する方策を実
　　践する
　③米山記念奨学会の目的や活動内容につい
　　て、全員に正確に理解されるように、効
　　果的なセミナーを実施する

　④PHD協会の活動を支援する
　次期はサブ世話クラブとして奨学生の受け
入れをすることから、10月の米山月間の際に
は米山ボックスを設置して、最低でも一人当
たりの平均寄付額が年額15,000円以上になりま
すよう、特別寄付金（任意）の御支援、御協
力もよろしくお願い致します。

○馬場　和代　君
　　竹原様　南フランス御旅行のおみやげあ
　りがとうございます。ラベンダーのいい香
　りがしています。ニコニコ。
○桑田　昭世　君
　　今日は昼から京都へ出かけました。桜も
　良かったですが、帰りに天王山あたりの山
　藤がとっても美しかったです。夕やけもす
　ばらしく、又もうすぐ夏がやってくる様で
　す。にこにこ

　   本日合計　　　　　　￥13,000円
　　本日までの累計　　　￥856,000円

（田村　久子　記）

◆本日のソング
「君が代」「四つのテスト」

川添　裕昭　会員

◆出席報告

◆クラブゲスト
渡辺　　潤　様
　（谷口会員の娘婿殿）

◆幹事報告
・月初の理事役員会を開催します。
・5／18㈰宝塚武庫川RC35周年記念例会です。
　参加予定者の方は宜しくお願いします。

◆スポット
◯大西会長杯日程の件、計画通り6／22開催し
　ます。（宝塚高原GC）
◯竹原会員の欧州旅行
　土産、モナコ王室御
　用達チョコレートを
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　賞味しました。
◯次回馬場会員の卓話
　マリンバ演奏の予定です。多数のご出席宜
　しくお願いします。
「理事・役員会議事録」
日　程　平成26年5月7日(水)
時　間　20時00分～
場　所　宝塚ホテル
出席者　大西・前田・木本・田村・小山
　　　　田辺・阪上・栗田・中村・蓮尾
　　　　草野
内　容
○次期事務員交代の件　承認
◯名誉会員について　　協議



▼第1001回　　　　　　　　4月24日（水）

◆宝塚３RC合同例会（主催：宝塚武庫川RC）

宝塚武庫川RC　　　
会長　畑　　昌明

　今期最後の宝塚3クラブ合同例会となりまし
た。
　何はともあれ、今年度につきましては我々
のクラブが、ガバナーホストクラブとして地
区大会、そして各種の地区委員会を開催する
中、残すところ2か月余りまで無事乗り切るこ
とができましたのも、宝塚3クラブの皆々様の
力強い声援があったおかげと感謝していると
ころです。
　クラブ内ではあと周年記念の会を残すとろ
となりました。当地区では最初のHYOGOロー
タリーEクラブと命名いたしました新クラブの
チャーターナイトをスポンサークラブとして
何としても成功裡に終わらせることが出来る
よう願って、準備を進めているところです。
もう一段のご支援を皆様にお願いいたしたい
と存じます。
　また、今期は宝塚3クラブの共同事業として
宝塚市社会福祉協議会にテント二張りを寄贈
いたしました。先日の事業にもこのテントが
活躍していたとの報告をお聞きし、喜んでい
るところです。
　宝塚3クラブが一同に会し、ロータリアン同

士の親交を深めることの重要性は非常に大き
いものと理解しております。各クラブにとっ
ては集う時間の違いや、会員構成、人数の違
いはあっても、ロータリアンとして目指すと
ころに違いは無いはずです。
　ロータリークラブが大きな変革の時を迎え
活動にグローバル化も求められているなか
で、それぞれのクラブでの取り組みに限界を
感じる場面を多々経験するところです。
　身の丈にあった活動で良し、とする意見も
理解できるところですが、地域社会のニーズ
に合った活動を成し遂げるためにも会員増強
が大きなカギとなる中で宝塚に集うロータリ
アンの気持ちの結集が求められるのではない
でしょうか。
　この地で集うロータリアンの結集した心
を、そして力を、地域への奉仕活動に、そし
てそれらをグループに広げ、地区に拡大し、
我々ロータリアン一人一人の思いを成し遂げ
ていこうではありませんか。

◆出席報告

▼第1002回　　　　　　　　5月7日（水）

◆会員誕生日
１７日　谷口　敏彦　会員

◆奥様・ご主人様　誕生日
　　４日　前田久美子　様

◆結婚記念日
　　１日　堀　　弘二・典子　様

会長　大西　利哉

　本日のお客様は谷口会員の娘さんの御主人
であられます 渡辺　潤　さまです。ごゆっく
りお過ごしください。
　先日、坂上会員の奥様 妙子様 が5月2日にご
逝去されました。ご冥福をお祈りします。
　2週間も当クラブの例会がないと、会長の時
間の話を考えることをすっかり忘れてしまい
ました。まだ、今日を入れて、8回あります。
　4月29日の祝日に貴重なお時間をつかって、
地区研修協議会にご参加くださいましてあり
がとうございます。改めて勉強になったかと
思います。本日は、地区研修協議会の報告を
後ほどしていただきますので、よろしくお願
いします。
　今月のロータリーの友の3ページ目に「ポリ
オ撲滅　そのゴールのために｣ RI会長の話が掲
載されていますので、ポリオ撲滅状況の話を
します。
 3月27日、世界ポリオ撲滅計画（GPEI）は、
WHO（世界保健機関）が東南アジア地域の
国々でポリオが撲滅したことを祝いました。
ポリオに終止符を打ち、そのことによって多
くの利益がもたらされる、歴史的な出来事で
す。この地域の11か国（バングラデシュ、
ブータン、北朝鮮、インド、インドネシア、
モルディブ、ミャンマー、ネパール、スリラ
ンカ、タイ、東ティモール）には、約18億の
人が住み、世界を6つに分けたWHOの地域で
公式にポリオ撲滅が認められた4つ目の地域に
なります。

 かつてポリオの撲滅が最も難しいと考えられ
ていたインドで2011年1月13日を最後に発症し
ていないことが、この地域での撲滅宣言を可
能にさせました。スリランカ、モルディブ、
ブータンなどの国では、すでにポリオが撲滅
されており、この日が来るのを15年以上待っ
ていました。しかし、この進歩もポリオが残
る3か国（アフガニスタン、パキスタン、ナイ
ジェリア）で撲滅しない限り、危険にさらさ
れています。

（ロータリージャパンより抜粋）

地区協議会出席報告
参加の委員長各位より報告がありました。

●小山　一子　次期会長
　従来の机配列による講義方式から、テーブ
ルを囲む討議方式で実施されました。
次期RI会長スローガン“light up Rotary”、次
期地区ガバナースローガン“try something　
new”
●栗田　義博　次期幹事
　宝塚中RCの特徴をPRしました（女性会員
数・２双子クラブとの交流等）。
　来年度のスケジュール出来れば今月中に作
成予定です。
　来季の活動計画６月中によろしくお願いし
ます。
●那須　範満　次期副会長
　　　　　　　（奉仕プロジェクト委員長）
　ロータリーの親睦“真の親睦とは”なにか？
　奉仕の多様性について
●中村　敏治　次期職業奉仕委員長
　滝澤ガバナーの職業奉仕委員会の諮問事項は
１）職業奉仕をロータリの基本理念として全
　　ての会員に提示する。
２）四つのテストを含め、職業奉仕の理念が
　　広く会員に理解されるようなセミナーを
　　実施する。
　職業奉仕セミナーを5か所にわけて、別々に
開催する。

　深川純一・安平和彦両パストガバナーが話
をされる。
　阪神地区は8月2日㈯に尼崎市で開催される。
会長・幹事・クラブ奉仕委員会委員・入会5年
以内の会員は出席して下さい。
●細川　洋一　次期国際奉仕委員長
　社会奉仕・国際奉仕・RI財団各委員会に対
し、補助金プロジェクトと各委員会の役割の
説明がありました。
　当地区の際奉仕委員会活動は4小委員会：世
界社会奉仕・国際親睦・VTT・奨学金より構
成されています。
　＊世界社会奉仕小委員会：グローバル補助
　　金を使ったロータリーの6重点分野に関係
　　した人道的支援を行う。
　＊国際親善小委員会：チクチャリティゴル
　　フ大会、日・タイ文化交流活動等
　＊VTT小委員会：専門職業人グループの海
　　外専門職業人との交流活動（知識の習得
　　＆付与）
　＊奨学金小委員会：グローバル補助金を使
　　用する奨学金プロジェクト（6重点項目の
　　合致が必須条件）
●草野　　旦　次期RI財団委員長
　ロータリークラブは親睦と奉仕ですが、奉
仕と申しましても多々あります。その実現が
ロータリー財団にあります。曰く、ポリオ撲
滅運動、朱学金資金援助、水の安定資源化
等々。
　そのために今年は会員全員より15,000円／年
を寄付するようにとのことです。
　皆様、御協力の方よろしくお願い申し上げ
ます。
●矢野　浩臣　次期米山奨学委員長
　米山奨学事業は、ロータリーの理想とする
国際理解と親善を深めるために優秀な留学生
を支援し、国際平和の創造と維持に貢献する
ことを目的とする、日本のロータリー独自の
事業です。また、民間最大の留学生奨学団体
として全国のロータリアンから御寄附を得
て、今日まで支援した奨学生は121の国と地
域、17,545名になり、現在は毎年700名の奨学
生を支援するために努力しております。
　2014－2015年度のガバナー諮問事項として4
点あげられています。
　①米山記念奨学会への寄付を推進する（目
　　標は一人年間15,000円）
　②米山奨学生がロータリーに対する理解を
　　深め、会員と積極的に交流する方策を実
　　践する
　③米山記念奨学会の目的や活動内容につい
　　て、全員に正確に理解されるように、効
　　果的なセミナーを実施する

　④PHD協会の活動を支援する
　次期はサブ世話クラブとして奨学生の受け
入れをすることから、10月の米山月間の際に
は米山ボックスを設置して、最低でも一人当
たりの平均寄付額が年額15,000円以上になりま
すよう、特別寄付金（任意）の御支援、御協
力もよろしくお願い致します。

○馬場　和代　君
　　竹原様　南フランス御旅行のおみやげあ
　りがとうございます。ラベンダーのいい香
　りがしています。ニコニコ。
○桑田　昭世　君
　　今日は昼から京都へ出かけました。桜も
　良かったですが、帰りに天王山あたりの山
　藤がとっても美しかったです。夕やけもす
　ばらしく、又もうすぐ夏がやってくる様で
　す。にこにこ

　   本日合計　　　　　　￥13,000円
　　本日までの累計　　　￥856,000円

（田村　久子　記）

◆本日のソング
「君が代」「四つのテスト」

川添　裕昭　会員

◆出席報告

◆クラブゲスト
渡辺　　潤　様
　（谷口会員の娘婿殿）

◆幹事報告
・月初の理事役員会を開催します。
・5／18㈰宝塚武庫川RC35周年記念例会です。
　参加予定者の方は宜しくお願いします。

◆スポット
◯大西会長杯日程の件、計画通り6／22開催し
　ます。（宝塚高原GC）
◯竹原会員の欧州旅行
　土産、モナコ王室御
　用達チョコレートを
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ひとくち

ソフトバンクの営業利益が、2014年3月
期決算で1兆円を上回りました。日本の
企業で営業利益が1兆円を超えたのは、
トヨタとNTTに次いで3社目です。パナ
ソニック、ソニー、キヤノンなど超一流
企業でも成し得なかった事を日本で最短
で成し遂げました。積極的にM&A（合
併と買収）を行ってきた成果ですね。

　賞味しました。
◯次回馬場会員の卓話
　マリンバ演奏の予定です。多数のご出席宜
　しくお願いします。
「理事・役員会議事録」
日　程　平成26年5月7日(水)
時　間　20時00分～
場　所　宝塚ホテル
出席者　大西・前田・木本・田村・小山
　　　　田辺・阪上・栗田・中村・蓮尾
　　　　草野
内　容
○次期事務員交代の件　承認
◯名誉会員について　　協議
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