
TAKARAZUKA NAKA ROTARY CLUB
WEEKLY BULLETIN

●創　立　平成5年4月10日　
●例　会　毎週水曜日（19：00～20：00）　●例会場　宝塚ホテル
●事務所　〒665-0004 宝塚市梅野町1-46（宝塚ホテル405号室）
●電　話　0797-87-1151 直通83-1110 FAX83-1110
●会長　蓮尾春輝　●幹事　槙野　稔　●会報委員長　前田正明

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　　6月11日（水） 次週予告　　6月18日（水）
● ソング

● プログラム

「奉仕の理想」
　　　　　　栗田　義博　会員
「卓　話」
　　　　　　蓮尾　春輝　会員

● ソング

● プログラム

「四つのテスト」
　　　　　　川添　裕照　会員
年度末報告
　　（会長・幹事・会計・四大奉仕）
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▼第1005回　　　　　　　　5月28日（水）

◆会員誕生日
　３日　大西　利哉　会員
　７日　田中　哲三　会員
１６日　堀　　弘二　会員

　“蛍狩り”と“ペット同伴”移動例会が、
50名を超す人達と、多数の犬が参加して阪上
会員宅で開かれました。平家蛍や源氏蛍が暗
闇を飛翔する様や、宝塚ホテルの出張サービ
スの食事だけでなく、絵莉　千晶　さんのミ
ニコンサートがあるなど存分に楽しい“夕
べ”を過ごしました。

▼第1002回　　　　　　　　5月7日（水）

おめでとうございます

プログラム

第1005回例会報告（移動例会　蛍の夕べ） 5月28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

▼第1006回　　　　　　　　6月４日（水）

会長　大西　利哉

　みなさん今晩は、本日のお客様は木本会員
御紹介の山口 剛さまです。ごゆっくりお過ご
しください。是非ともご入会を期待します。
　先日の移動例会では、阪上さんやご家族に
大変御世話になり、ありがとうございまし
た。幻想的な蛍が生息する環境があるお庭
は、とても素晴らしく手入れをしっかりして
おられると思います。また、思いの外とても
楽しい例会になり、私としても大大満足でし
た。因みに我が家の犬も喜んでいました。ノ
アちゃん、ヘイちゃん、小町ちゃん、ポチ
ちゃん、サスケくん、阪上邸のリュウちゃん、
ご主人様に付き合わされてご苦労様でした。
　今月は、ロータリー親睦活動月間となって
います。当クラブにとって、最も得意とする
月間です。（本来のロータリーが目指す親睦
とは、少し違うかも････。)　6月15日はバス旅
行、6月22日は会長杯のゴルフコンペと締めく
くってもらいます。私たちのクラブでも、楽
しい企画がいろいろ実施されていますが、
ロータリーではゴルフや宴会などの単なる社
交上の親睦に終ることなく、ロータリーでな
くては味わえない心のふれあいによってお互
いが啓発され、その際生じる感動が、自然と
人のためになるようなことをしたい気持ちに
させる、奉仕の芽生えがなくてはなりませ
ん。「親睦はロータリー運動そのものではな
く、ロータリーという植物が、根をはり、成
長するためにどうしても必要な、最上の土壌
なのである」と書かれてありました。つま
り、親睦なくして我が中クラブの結束は、あ
りえないのです。

次期活動計画（次期役員）
◯小山　一子　会員（次期会長）

クラブ運営方針（2014年－2015年）

　1999年－2000年　亡き矢野英臣会長時副会
　　　　　　　　　　長拝命

　当然次期会長と勧められましたが、主人の
大反対と我が身を知っていましたので固辞
し、13年間逃げ回っていましたが、遂に捕獲
されてしまいました。
　入会20年目となり、もう一度しっかりロー
タリーを学びなさい、と言うポールハリスの
言葉と受け取り、恐れおののき乍ら拝受致し
ました。
「良い緊張は心のスパイス」とお聞きしまし
た。パスト会長の皆様ご指導よろしくお願い
致しておきます
　★ＲＩゲイリーＣ・Ｋホアン会長テーマ
　　「ＬＩＧＨＴ　ＵＰ　ＲＯＴＡＲＹ」　
　　「ロータリーに輝きを」
　★滝澤功治　ガバナーの行動方針
　　「ＴＲＹ　ＳＯＭＥＴＨＩＮＧ　ＮＥＷ」
　　「何か新しいことをしよう」
　★クラブモットー「基本を大切に　明る　
　　く・楽しく・元気よく！」
　皆様方のお蔭様で、今期は前年度（　　名）　
のニューメンバーが加わって下さり、新年度
早々には又ニューメンバーをお迎え致します

☆「例会出席はロータリアンにとっての権利
　であり、義務である」と教育を受けていま
　す。ホームクラブ欠席の場合は必ず「メー
　キャップ」を習慣づけ、その他の会合にも
　出席を習慣づけて下さい
　　・地区大会　2015年2月28日㈯
　　　　　　　　　　　3月 1日㈰
　　・Ｉ・Ｍ　　2015年2月 1日㈰
　　　　　　　　又は2月7日㈯
☆プロバスクラブへの協力

☆頼りない会長を補佐して下さる「幹事」に
　栗田義博会員、副幹事にクラブの生き字引
　阪上栄樹会員と今期幹事前田正明会員が万
　全を期して下さいます
☆ホームクラブの特徴の一つの、例会終了後
　の茶話会
　グルメ・バス旅行などのお楽しみ会への参
　加も続行致します

　メンバーお一人一人が、「多用なところを
出席して良かった！」と心から思われる例会
と致したく、各委員会委員長・委員の皆様、
フロアーの皆様のご協力を切にお願いいたし
ておきます
○栗田　義博　会員（次期幹事）
　小山丸はどんな船なのでしょうか？
　倶楽部初の女性船長ですので、戸惑ってい
　ます。出来る限りのサポートをさせて頂き
　ます。
　　RI会長：Light　Up　Rotary
　　滝沢ガバナー：Try　something　New
　　小山会長：基本を大切に
○那須　範満　会員
　　（次期副会長＆クラブ管理運営委員長）
　クラブ管理運営委員会の役割は、クラブの
　効果的な運営のために活動すること。
　①例会プログラム
　　例会プログラムの予定の作成
　　例会プログラムの内容の充実
　　クラブ協議会の開催：クラブの活性化や会
　　　員のモチベーションを高めるために、自
　　　由な発想で
　　　プロジェクトや活動のアイデアを出し合う
　②会員とのコミュニケーション
　　クラブ広報：例会について知らせる
　　　会員の祝い事など、特別な記念日にな
　　　どを紹介することにより親睦を深める
　　クラブの目標・計画・プロジェクトを取
　　　り上げる
　③親睦
　④出席
　　例会への出席を推進
　　会員にとって興味深く、重要な例会を企
　　画する
○阪上　栄樹　会員
　　（次期増強・拡大委員長）
　会員勧誘には、魅力あるクラブであること
　が重要です。クラブ運営に協力し、魅力あ
　るクラブ創りに努めます。
○中村　敏治　会員（次期職業奉仕委員長）
　職業を奉仕の機会としてとらえ、職業人の
　特別な能力を活した奉仕活動を行う。
　例として、難聴対策の磁気ループシステム

　導入拡大など
○馬場　和代　会員（次期職業奉仕委員長）
　宝塚中プロバスクラブとの交流と、活性化
　支援協力を行う。
　他の委員会と連携し地域ニーズに合致した
　活動を行う。
　LDのビデオ鑑賞の機会を設け、学習障害の
　啓蒙を図る
○古川　彰治　会員（次期会計）
　通帳の名義変更、今期は行いません。
　近々、来年度上期会費納入依頼が、幹事よ
　り提示されます。早期納入宜しく御協力下
　さい。

○馬場　和代　君
　前回の例会では、阪上栄樹様の御屋敷内
のほたる狩り
　沢山のほたるでびっくりしました。そし
てとてもごちそう！すごく楽しませていた
だきました。その後のミニコンサートにも
感激！阪上様本当に御世話になりました。
ニコニコ、ニコニコ
○大門美智子　君
　山口様　ようこそおこし下さいました。
阪上様　先週はおせわになりありがとうご
ざいました。ニコニコ
○堀　　弘二　君
　やっと夏かと思ったらもう梅雨のよう
で、我ながら月日の経つ速さに驚いていま
す。ニコニコ
○細川　洋一　君
　阪上栄樹さん、宝塚ホテルの皆様、先週は
　ありがとうございました。
○小山　一子　君
　先週移動例会、ホタルを手にのせ童心に
かえりました。阪上さんお世話様でした。
　山口　剛様ようこそ。御入会お待ちして
います。ニコニコ
○栗田　義博　君
　先週は本当に楽しかったですね。愛犬の
ヘイちゃんも大喜びでした。ニコニコ̶
○草野　　旦　君
　先週は“蛍狩り”楽しかったです。阪上
さん、ありがとうございました！
　大西丸、いよいよ第四コーナーをまわっ
て、ホームストレッチ寸前です。ラストま
で頑張って下さい。
○前田　正明　君
　阪上様・御一家の皆様お世話になりまし
た。本当に楽しい夕べでした。
　ニコニコ、ニコニコ、ニコニコ

○槇野　　稔　君
　　大西丸あとわずか。頑張れ！
○中村　敏治　君
　先週のホタル鑑賞の会、大変楽しませて
いただきました。阪上さん、有難うござい
ます。
○野木　久子　君
　先週は楽しいひとときを有難うございま
した。
　自然に勝るエネルギー源なし。あれか
ら、道を歩く時など注視していて“白つゆ
くさ”をみつけ心清やかになりました。美
味しいお食事、野外での食事は……。困っ
たものです。
○大西　利哉　君
　先日の蛍の夕べ楽しかったですね。
○阪上　栄樹　君
　皆様先週はありがとうございました。天
気も良くほっとしました。山口様ようこ
そ！！
○竹原　善記　君
　先週の例会、ホタル楽しませて頂きまし
た。また大切な池をかき混ぜました事、深
くお詫び致します。　
○谷口　敏彦　君
　先週は　阪上栄樹さんお世話になりまし
た。大変よかったです。
○矢野　浩臣　君
　先週の阪上邸での例会、大変お世話にな
りありがとうございました。
　やっぱり、ポチくんが一番かわいい！！

　   本日合計　　　　　　￥151,000円
　　本日までの累計　　　￥1,081,000円

（野木　久子　記）

◆本日のソング
「君が代」「Be A Rotarian」

槇野　　稔　会員

◆出席報告

◆クラブゲスト
山口　　剛　様

（入会希望者、木元会員のお知合い）
◆幹事報告
・本日例会後月初の理事役員会を開催します。
・林田　充弘　様の入会承認手続きを進めて
　います。
◆スポット
◯大西会長
　皆さん、ニコニコ御協力宜しくお願いします。

「理事・役員会議事録」
日　程　平成26年6月4日(水)
時　間　20時00分～
場　所　宝塚ホテル
出席者　大西・前田・木本・小山・田辺
　　　　阪上・栗田・中村・蓮尾・草野
　　　　内　容
○林田　充弘様　入会の件
　6/11までに異議がなければ承認
◯ニコニコ　本会計繰入れの件　承認
◯基金取り崩しの件　　　　　　承認第1006回例会報告 6月4日（水）
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　特別な能力を活した奉仕活動を行う。
　例として、難聴対策の磁気ループシステム

　導入拡大など
○馬場　和代　会員（次期職業奉仕委員長）
　宝塚中プロバスクラブとの交流と、活性化
　支援協力を行う。
　他の委員会と連携し地域ニーズに合致した
　活動を行う。
　LDのビデオ鑑賞の機会を設け、学習障害の
　啓蒙を図る
○古川　彰治　会員（次期会計）
　通帳の名義変更、今期は行いません。
　近々、来年度上期会費納入依頼が、幹事よ
　り提示されます。早期納入宜しく御協力下
　さい。

○馬場　和代　君
　前回の例会では、阪上栄樹様の御屋敷内
のほたる狩り
　沢山のほたるでびっくりしました。そし
てとてもごちそう！すごく楽しませていた
だきました。その後のミニコンサートにも
感激！阪上様本当に御世話になりました。
ニコニコ、ニコニコ
○大門美智子　君
　山口様　ようこそおこし下さいました。
阪上様　先週はおせわになりありがとうご
ざいました。ニコニコ
○堀　　弘二　君
　やっと夏かと思ったらもう梅雨のよう
で、我ながら月日の経つ速さに驚いていま
す。ニコニコ
○細川　洋一　君
　阪上栄樹さん、宝塚ホテルの皆様、先週は
　ありがとうございました。
○小山　一子　君
　先週移動例会、ホタルを手にのせ童心に
かえりました。阪上さんお世話様でした。
　山口　剛様ようこそ。御入会お待ちして
います。ニコニコ
○栗田　義博　君
　先週は本当に楽しかったですね。愛犬の
ヘイちゃんも大喜びでした。ニコニコ̶
○草野　　旦　君
　先週は“蛍狩り”楽しかったです。阪上
さん、ありがとうございました！
　大西丸、いよいよ第四コーナーをまわっ
て、ホームストレッチ寸前です。ラストま
で頑張って下さい。
○前田　正明　君
　阪上様・御一家の皆様お世話になりまし
た。本当に楽しい夕べでした。
　ニコニコ、ニコニコ、ニコニコ

○槇野　　稔　君
　　大西丸あとわずか。頑張れ！
○中村　敏治　君
　先週のホタル鑑賞の会、大変楽しませて
いただきました。阪上さん、有難うござい
ます。
○野木　久子　君
　先週は楽しいひとときを有難うございま
した。
　自然に勝るエネルギー源なし。あれか
ら、道を歩く時など注視していて“白つゆ
くさ”をみつけ心清やかになりました。美
味しいお食事、野外での食事は……。困っ
たものです。
○大西　利哉　君
　先日の蛍の夕べ楽しかったですね。
○阪上　栄樹　君
　皆様先週はありがとうございました。天
気も良くほっとしました。山口様ようこ
そ！！
○竹原　善記　君
　先週の例会、ホタル楽しませて頂きまし
た。また大切な池をかき混ぜました事、深
くお詫び致します。　
○谷口　敏彦　君
　先週は　阪上栄樹さんお世話になりまし
た。大変よかったです。
○矢野　浩臣　君
　先週の阪上邸での例会、大変お世話にな
りありがとうございました。
　やっぱり、ポチくんが一番かわいい！！

　   本日合計　　　　　　￥151,000円
　　本日までの累計　　　￥1,081,000円

（野木　久子　記）

◆本日のソング
「君が代」「Be A Rotarian」

槇野　　稔　会員

◆出席報告

◆クラブゲスト
山口　　剛　様

（入会希望者、木元会員のお知合い）
◆幹事報告
・本日例会後月初の理事役員会を開催します。
・林田　充弘　様の入会承認手続きを進めて
　います。
◆スポット
◯大西会長
　皆さん、ニコニコ御協力宜しくお願いします。

「理事・役員会議事録」
日　程　平成26年6月4日(水)
時　間　20時00分～
場　所　宝塚ホテル
出席者　大西・前田・木本・小山・田辺
　　　　阪上・栗田・中村・蓮尾・草野
　　　　内　容
○林田　充弘様　入会の件
　6/11までに異議がなければ承認
◯ニコニコ　本会計繰入れの件　承認
◯基金取り崩しの件　　　　　　承認

会長の時間

プログラム



▼第1005回　　　　　　　　5月28日（水）

◆会員誕生日
　３日　大西　利哉　会員
　７日　田中　哲三　会員
１６日　堀　　弘二　会員

　“蛍狩り”と“ペット同伴”移動例会が、
50名を超す人達と、多数の犬が参加して阪上
会員宅で開かれました。平家蛍や源氏蛍が暗
闇を飛翔する様や、宝塚ホテルの出張サービ
スの食事だけでなく、絵莉　千晶　さんのミ
ニコンサートがあるなど存分に楽しい“夕
べ”を過ごしました。

▼第1002回　　　　　　　　5月7日（水）

ニコニコ箱

▼第1006回　　　　　　　　6月４日（水）

会長　大西　利哉

　みなさん今晩は、本日のお客様は木本会員
御紹介の山口 剛さまです。ごゆっくりお過ご
しください。是非ともご入会を期待します。
　先日の移動例会では、阪上さんやご家族に
大変御世話になり、ありがとうございまし
た。幻想的な蛍が生息する環境があるお庭
は、とても素晴らしく手入れをしっかりして
おられると思います。また、思いの外とても
楽しい例会になり、私としても大大満足でし
た。因みに我が家の犬も喜んでいました。ノ
アちゃん、ヘイちゃん、小町ちゃん、ポチ
ちゃん、サスケくん、阪上邸のリュウちゃん、
ご主人様に付き合わされてご苦労様でした。
　今月は、ロータリー親睦活動月間となって
います。当クラブにとって、最も得意とする
月間です。（本来のロータリーが目指す親睦
とは、少し違うかも････。)　6月15日はバス旅
行、6月22日は会長杯のゴルフコンペと締めく
くってもらいます。私たちのクラブでも、楽
しい企画がいろいろ実施されていますが、
ロータリーではゴルフや宴会などの単なる社
交上の親睦に終ることなく、ロータリーでな
くては味わえない心のふれあいによってお互
いが啓発され、その際生じる感動が、自然と
人のためになるようなことをしたい気持ちに
させる、奉仕の芽生えがなくてはなりませ
ん。「親睦はロータリー運動そのものではな
く、ロータリーという植物が、根をはり、成
長するためにどうしても必要な、最上の土壌
なのである」と書かれてありました。つま
り、親睦なくして我が中クラブの結束は、あ
りえないのです。

次期活動計画（次期役員）
◯小山　一子　会員（次期会長）

クラブ運営方針（2014年－2015年）

　1999年－2000年　亡き矢野英臣会長時副会
　　　　　　　　　　長拝命

　当然次期会長と勧められましたが、主人の
大反対と我が身を知っていましたので固辞
し、13年間逃げ回っていましたが、遂に捕獲
されてしまいました。
　入会20年目となり、もう一度しっかりロー
タリーを学びなさい、と言うポールハリスの
言葉と受け取り、恐れおののき乍ら拝受致し
ました。
「良い緊張は心のスパイス」とお聞きしまし
た。パスト会長の皆様ご指導よろしくお願い
致しておきます
　★ＲＩゲイリーＣ・Ｋホアン会長テーマ
　　「ＬＩＧＨＴ　ＵＰ　ＲＯＴＡＲＹ」　
　　「ロータリーに輝きを」
　★滝澤功治　ガバナーの行動方針
　　「ＴＲＹ　ＳＯＭＥＴＨＩＮＧ　ＮＥＷ」
　　「何か新しいことをしよう」
　★クラブモットー「基本を大切に　明る　
　　く・楽しく・元気よく！」
　皆様方のお蔭様で、今期は前年度（　　名）　
のニューメンバーが加わって下さり、新年度
早々には又ニューメンバーをお迎え致します

☆「例会出席はロータリアンにとっての権利
　であり、義務である」と教育を受けていま
　す。ホームクラブ欠席の場合は必ず「メー
　キャップ」を習慣づけ、その他の会合にも
　出席を習慣づけて下さい
　　・地区大会　2015年2月28日㈯
　　　　　　　　　　　3月 1日㈰
　　・Ｉ・Ｍ　　2015年2月 1日㈰
　　　　　　　　又は2月7日㈯
☆プロバスクラブへの協力

☆頼りない会長を補佐して下さる「幹事」に
　栗田義博会員、副幹事にクラブの生き字引
　阪上栄樹会員と今期幹事前田正明会員が万
　全を期して下さいます
☆ホームクラブの特徴の一つの、例会終了後
　の茶話会
　グルメ・バス旅行などのお楽しみ会への参
　加も続行致します

　メンバーお一人一人が、「多用なところを
出席して良かった！」と心から思われる例会
と致したく、各委員会委員長・委員の皆様、
フロアーの皆様のご協力を切にお願いいたし
ておきます
○栗田　義博　会員（次期幹事）
　小山丸はどんな船なのでしょうか？
　倶楽部初の女性船長ですので、戸惑ってい
　ます。出来る限りのサポートをさせて頂き
　ます。
　　RI会長：Light　Up　Rotary
　　滝沢ガバナー：Try　something　New
　　小山会長：基本を大切に
○那須　範満　会員
　　（次期副会長＆クラブ管理運営委員長）
　クラブ管理運営委員会の役割は、クラブの
　効果的な運営のために活動すること。
　①例会プログラム
　　例会プログラムの予定の作成
　　例会プログラムの内容の充実
　　クラブ協議会の開催：クラブの活性化や会
　　　員のモチベーションを高めるために、自
　　　由な発想で
　　　プロジェクトや活動のアイデアを出し合う
　②会員とのコミュニケーション
　　クラブ広報：例会について知らせる
　　　会員の祝い事など、特別な記念日にな
　　　どを紹介することにより親睦を深める
　　クラブの目標・計画・プロジェクトを取
　　　り上げる
　③親睦
　④出席
　　例会への出席を推進
　　会員にとって興味深く、重要な例会を企
　　画する
○阪上　栄樹　会員
　　（次期増強・拡大委員長）
　会員勧誘には、魅力あるクラブであること
　が重要です。クラブ運営に協力し、魅力あ
　るクラブ創りに努めます。
○中村　敏治　会員（次期職業奉仕委員長）
　職業を奉仕の機会としてとらえ、職業人の
　特別な能力を活した奉仕活動を行う。
　例として、難聴対策の磁気ループシステム

　導入拡大など
○馬場　和代　会員（次期職業奉仕委員長）
　宝塚中プロバスクラブとの交流と、活性化
　支援協力を行う。
　他の委員会と連携し地域ニーズに合致した
　活動を行う。
　LDのビデオ鑑賞の機会を設け、学習障害の
　啓蒙を図る
○古川　彰治　会員（次期会計）
　通帳の名義変更、今期は行いません。
　近々、来年度上期会費納入依頼が、幹事よ
　り提示されます。早期納入宜しく御協力下
　さい。

○馬場　和代　君
　前回の例会では、阪上栄樹様の御屋敷内
のほたる狩り
　沢山のほたるでびっくりしました。そし
てとてもごちそう！すごく楽しませていた
だきました。その後のミニコンサートにも
感激！阪上様本当に御世話になりました。
ニコニコ、ニコニコ
○大門美智子　君
　山口様　ようこそおこし下さいました。
阪上様　先週はおせわになりありがとうご
ざいました。ニコニコ
○堀　　弘二　君
　やっと夏かと思ったらもう梅雨のよう
で、我ながら月日の経つ速さに驚いていま
す。ニコニコ
○細川　洋一　君
　阪上栄樹さん、宝塚ホテルの皆様、先週は
　ありがとうございました。
○小山　一子　君
　先週移動例会、ホタルを手にのせ童心に
かえりました。阪上さんお世話様でした。
　山口　剛様ようこそ。御入会お待ちして
います。ニコニコ
○栗田　義博　君
　先週は本当に楽しかったですね。愛犬の
ヘイちゃんも大喜びでした。ニコニコ̶
○草野　　旦　君
　先週は“蛍狩り”楽しかったです。阪上
さん、ありがとうございました！
　大西丸、いよいよ第四コーナーをまわっ
て、ホームストレッチ寸前です。ラストま
で頑張って下さい。
○前田　正明　君
　阪上様・御一家の皆様お世話になりまし
た。本当に楽しい夕べでした。
　ニコニコ、ニコニコ、ニコニコ

3

○槇野　　稔　君
　　大西丸あとわずか。頑張れ！
○中村　敏治　君
　先週のホタル鑑賞の会、大変楽しませて
いただきました。阪上さん、有難うござい
ます。
○野木　久子　君
　先週は楽しいひとときを有難うございま
した。
　自然に勝るエネルギー源なし。あれか
ら、道を歩く時など注視していて“白つゆ
くさ”をみつけ心清やかになりました。美
味しいお食事、野外での食事は……。困っ
たものです。
○大西　利哉　君
　先日の蛍の夕べ楽しかったですね。
○阪上　栄樹　君
　皆様先週はありがとうございました。天
気も良くほっとしました。山口様ようこ
そ！！
○竹原　善記　君
　先週の例会、ホタル楽しませて頂きまし
た。また大切な池をかき混ぜました事、深
くお詫び致します。　
○谷口　敏彦　君
　先週は　阪上栄樹さんお世話になりまし
た。大変よかったです。
○矢野　浩臣　君
　先週の阪上邸での例会、大変お世話にな
りありがとうございました。
　やっぱり、ポチくんが一番かわいい！！

　   本日合計　　　　　　￥151,000円
　　本日までの累計　　　￥1,081,000円

（野木　久子　記）

◆本日のソング
「君が代」「Be A Rotarian」

槇野　　稔　会員

◆出席報告

◆クラブゲスト
山口　　剛　様

（入会希望者、木元会員のお知合い）
◆幹事報告
・本日例会後月初の理事役員会を開催します。
・林田　充弘　様の入会承認手続きを進めて
　います。
◆スポット
◯大西会長
　皆さん、ニコニコ御協力宜しくお願いします。

「理事・役員会議事録」
日　程　平成26年6月4日(水)
時　間　20時00分～
場　所　宝塚ホテル
出席者　大西・前田・木本・小山・田辺
　　　　阪上・栗田・中村・蓮尾・草野
　　　　内　容
○林田　充弘様　入会の件
　6/11までに異議がなければ承認
◯ニコニコ　本会計繰入れの件　承認
◯基金取り崩しの件　　　　　　承認



▼第1005回　　　　　　　　5月28日（水）

◆会員誕生日
　３日　大西　利哉　会員
　７日　田中　哲三　会員
１６日　堀　　弘二　会員

　“蛍狩り”と“ペット同伴”移動例会が、
50名を超す人達と、多数の犬が参加して阪上
会員宅で開かれました。平家蛍や源氏蛍が暗
闇を飛翔する様や、宝塚ホテルの出張サービ
スの食事だけでなく、絵莉　千晶　さんのミ
ニコンサートがあるなど存分に楽しい“夕
べ”を過ごしました。

▼第1002回　　　　　　　　5月7日（水）

▼第1006回　　　　　　　　6月４日（水）

会長　大西　利哉

　みなさん今晩は、本日のお客様は木本会員
御紹介の山口 剛さまです。ごゆっくりお過ご
しください。是非ともご入会を期待します。
　先日の移動例会では、阪上さんやご家族に
大変御世話になり、ありがとうございまし
た。幻想的な蛍が生息する環境があるお庭
は、とても素晴らしく手入れをしっかりして
おられると思います。また、思いの外とても
楽しい例会になり、私としても大大満足でし
た。因みに我が家の犬も喜んでいました。ノ
アちゃん、ヘイちゃん、小町ちゃん、ポチ
ちゃん、サスケくん、阪上邸のリュウちゃん、
ご主人様に付き合わされてご苦労様でした。
　今月は、ロータリー親睦活動月間となって
います。当クラブにとって、最も得意とする
月間です。（本来のロータリーが目指す親睦
とは、少し違うかも････。)　6月15日はバス旅
行、6月22日は会長杯のゴルフコンペと締めく
くってもらいます。私たちのクラブでも、楽
しい企画がいろいろ実施されていますが、
ロータリーではゴルフや宴会などの単なる社
交上の親睦に終ることなく、ロータリーでな
くては味わえない心のふれあいによってお互
いが啓発され、その際生じる感動が、自然と
人のためになるようなことをしたい気持ちに
させる、奉仕の芽生えがなくてはなりませ
ん。「親睦はロータリー運動そのものではな
く、ロータリーという植物が、根をはり、成
長するためにどうしても必要な、最上の土壌
なのである」と書かれてありました。つま
り、親睦なくして我が中クラブの結束は、あ
りえないのです。

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
5月28日

本　日 29

29

1

1

1

28

28
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25 　 

89.29

89.29

前々回
5月21日 29 28 25 1 92.86

次期活動計画（次期役員）
◯小山　一子　会員（次期会長）

クラブ運営方針（2014年－2015年）

　1999年－2000年　亡き矢野英臣会長時副会
　　　　　　　　　　長拝命

　当然次期会長と勧められましたが、主人の
大反対と我が身を知っていましたので固辞
し、13年間逃げ回っていましたが、遂に捕獲
されてしまいました。
　入会20年目となり、もう一度しっかりロー
タリーを学びなさい、と言うポールハリスの
言葉と受け取り、恐れおののき乍ら拝受致し
ました。
「良い緊張は心のスパイス」とお聞きしまし
た。パスト会長の皆様ご指導よろしくお願い
致しておきます
　★ＲＩゲイリーＣ・Ｋホアン会長テーマ
　　「ＬＩＧＨＴ　ＵＰ　ＲＯＴＡＲＹ」　
　　「ロータリーに輝きを」
　★滝澤功治　ガバナーの行動方針
　　「ＴＲＹ　ＳＯＭＥＴＨＩＮＧ　ＮＥＷ」
　　「何か新しいことをしよう」
　★クラブモットー「基本を大切に　明る　
　　く・楽しく・元気よく！」
　皆様方のお蔭様で、今期は前年度（　　名）　
のニューメンバーが加わって下さり、新年度
早々には又ニューメンバーをお迎え致します

☆「例会出席はロータリアンにとっての権利
　であり、義務である」と教育を受けていま
　す。ホームクラブ欠席の場合は必ず「メー
　キャップ」を習慣づけ、その他の会合にも
　出席を習慣づけて下さい
　　・地区大会　2015年2月28日㈯
　　　　　　　　　　　3月 1日㈰
　　・Ｉ・Ｍ　　2015年2月 1日㈰
　　　　　　　　又は2月7日㈯
☆プロバスクラブへの協力

☆頼りない会長を補佐して下さる「幹事」に
　栗田義博会員、副幹事にクラブの生き字引
　阪上栄樹会員と今期幹事前田正明会員が万
　全を期して下さいます
☆ホームクラブの特徴の一つの、例会終了後
　の茶話会
　グルメ・バス旅行などのお楽しみ会への参
　加も続行致します

　メンバーお一人一人が、「多用なところを
出席して良かった！」と心から思われる例会
と致したく、各委員会委員長・委員の皆様、
フロアーの皆様のご協力を切にお願いいたし
ておきます
○栗田　義博　会員（次期幹事）
　小山丸はどんな船なのでしょうか？
　倶楽部初の女性船長ですので、戸惑ってい
　ます。出来る限りのサポートをさせて頂き
　ます。
　　RI会長：Light　Up　Rotary
　　滝沢ガバナー：Try　something　New
　　小山会長：基本を大切に
○那須　範満　会員
　　（次期副会長＆クラブ管理運営委員長）
　クラブ管理運営委員会の役割は、クラブの
　効果的な運営のために活動すること。
　①例会プログラム
　　例会プログラムの予定の作成
　　例会プログラムの内容の充実
　　クラブ協議会の開催：クラブの活性化や会
　　　員のモチベーションを高めるために、自
　　　由な発想で
　　　プロジェクトや活動のアイデアを出し合う
　②会員とのコミュニケーション
　　クラブ広報：例会について知らせる
　　　会員の祝い事など、特別な記念日にな
　　　どを紹介することにより親睦を深める
　　クラブの目標・計画・プロジェクトを取
　　　り上げる
　③親睦
　④出席
　　例会への出席を推進
　　会員にとって興味深く、重要な例会を企
　　画する
○阪上　栄樹　会員
　　（次期増強・拡大委員長）
　会員勧誘には、魅力あるクラブであること
　が重要です。クラブ運営に協力し、魅力あ
　るクラブ創りに努めます。
○中村　敏治　会員（次期職業奉仕委員長）
　職業を奉仕の機会としてとらえ、職業人の
　特別な能力を活した奉仕活動を行う。
　例として、難聴対策の磁気ループシステム

　導入拡大など
○馬場　和代　会員（次期職業奉仕委員長）
　宝塚中プロバスクラブとの交流と、活性化
　支援協力を行う。
　他の委員会と連携し地域ニーズに合致した
　活動を行う。
　LDのビデオ鑑賞の機会を設け、学習障害の
　啓蒙を図る
○古川　彰治　会員（次期会計）
　通帳の名義変更、今期は行いません。
　近々、来年度上期会費納入依頼が、幹事よ
　り提示されます。早期納入宜しく御協力下
　さい。

○馬場　和代　君
　前回の例会では、阪上栄樹様の御屋敷内
のほたる狩り
　沢山のほたるでびっくりしました。そし
てとてもごちそう！すごく楽しませていた
だきました。その後のミニコンサートにも
感激！阪上様本当に御世話になりました。
ニコニコ、ニコニコ
○大門美智子　君
　山口様　ようこそおこし下さいました。
阪上様　先週はおせわになりありがとうご
ざいました。ニコニコ
○堀　　弘二　君
　やっと夏かと思ったらもう梅雨のよう
で、我ながら月日の経つ速さに驚いていま
す。ニコニコ
○細川　洋一　君
　阪上栄樹さん、宝塚ホテルの皆様、先週は
　ありがとうございました。
○小山　一子　君
　先週移動例会、ホタルを手にのせ童心に
かえりました。阪上さんお世話様でした。
　山口　剛様ようこそ。御入会お待ちして
います。ニコニコ
○栗田　義博　君
　先週は本当に楽しかったですね。愛犬の
ヘイちゃんも大喜びでした。ニコニコ̶
○草野　　旦　君
　先週は“蛍狩り”楽しかったです。阪上
さん、ありがとうございました！
　大西丸、いよいよ第四コーナーをまわっ
て、ホームストレッチ寸前です。ラストま
で頑張って下さい。
○前田　正明　君
　阪上様・御一家の皆様お世話になりまし
た。本当に楽しい夕べでした。
　ニコニコ、ニコニコ、ニコニコ
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ひとくち

全国の大学の食堂で、テーブルをついた
てで仕切るなどした「１人用席」を設け
る動きが広がっています。「ぼっち席」
と呼ぶそうで、「ぼっち」は若者言葉で、
友人がおらず孤独な状態を指すほか、集
団と一定の距離を置くという意味でも使
われます。今の若者は対人関係が苦手な
反面、孤独に見られるのを嫌い、トイレ
で食事をする極端なケースもあるそうで
す。ずいぶん時代が変わりましたね。

○槇野　　稔　君
　　大西丸あとわずか。頑張れ！
○中村　敏治　君
　先週のホタル鑑賞の会、大変楽しませて
いただきました。阪上さん、有難うござい
ます。
○野木　久子　君
　先週は楽しいひとときを有難うございま
した。
　自然に勝るエネルギー源なし。あれか
ら、道を歩く時など注視していて“白つゆ
くさ”をみつけ心清やかになりました。美
味しいお食事、野外での食事は……。困っ
たものです。
○大西　利哉　君
　先日の蛍の夕べ楽しかったですね。
○阪上　栄樹　君
　皆様先週はありがとうございました。天
気も良くほっとしました。山口様ようこ
そ！！
○竹原　善記　君
　先週の例会、ホタル楽しませて頂きまし
た。また大切な池をかき混ぜました事、深
くお詫び致します。　
○谷口　敏彦　君
　先週は　阪上栄樹さんお世話になりまし
た。大変よかったです。
○矢野　浩臣　君
　先週の阪上邸での例会、大変お世話にな
りありがとうございました。
　やっぱり、ポチくんが一番かわいい！！

　   本日合計　　　　　　￥151,000円
　　本日までの累計　　　￥1,081,000円

（野木　久子　記）

◆本日のソング
「君が代」「Be A Rotarian」

槇野　　稔　会員

◆出席報告

◆クラブゲスト
山口　　剛　様

（入会希望者、木元会員のお知合い）
◆幹事報告
・本日例会後月初の理事役員会を開催します。
・林田　充弘　様の入会承認手続きを進めて
　います。
◆スポット
◯大西会長
　皆さん、ニコニコ御協力宜しくお願いします。

「理事・役員会議事録」
日　程　平成26年6月4日(水)
時　間　20時00分～
場　所　宝塚ホテル
出席者　大西・前田・木本・小山・田辺
　　　　阪上・栗田・中村・蓮尾・草野
　　　　内　容
○林田　充弘様　入会の件
　6/11までに異議がなければ承認
◯ニコニコ　本会計繰入れの件　承認
◯基金取り崩しの件　　　　　　承認
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▲6月の会員誕生日をお祝いしました


