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本日の例会　　7月2日（水） 次週予告　　7月9日（水）
● ソング

● プログラム

「君が代」「奉仕の理想」
　　　　　　田中　哲三　会員
正木隆造ガバナー補佐表敬訪問
小山会長活動方針及び役員挨拶

● ソング

● プログラム

「四つのテスト」
　　　　　　草野　　旦　会員
役員挨拶（副会長・幹事・会計・SAA）
新入会員挨拶
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最終例会
会長　大西　利哉

　みなさん今晩は、本日のお客様は作田知子
さまです。ごゆっくりお過ごしください。
　本日はいよいよ最終例会です。皆さん1年間
よく付き合っていただきました。ありがとう
ございました。また今期ぎりぎりに無理を言
って林田さんにご入会いただき大変喜んでい
ます。
　先日の会長杯はとっても素晴らしい1日でし
た。ゴルフ始めて1年過ぎたところで、冠のコ
ンペ大会を催してもらいまして感無量です。
本来なら私がブービーメーカーのつもりでい
ましたが、心やさしい方がお一人おられまし
てBB賞までいただきました。来期も会長がゴ
ルフするしないにかかわらず、会長杯を続け
ようという話しになりました。出来たらチャ
リティーゴルフ大会のように、クラブ奉仕・
社会奉仕活動も兼ね、参加者はもちろんゴル
フしない組も同時に楽しめるイベントを企画
できれば、より有意義になるのではと思いま
した。
　今年度の第一回目の会長の時間で「（ロー
タリーとは）を述べられるように1年勉強しま
す。」と言いましたが、やっぱり無理でし
た。増してロータリーを哲学として捉えて考
えておられる方のお話や著書はもっとよく解
りませんでした。ただ、言わんとしているこ
とは、おぼろげながら解った様な気がしまし
た。試験前の一夜漬けの様に、来期には忘れ
ていると思います。

　会長の話が来たとき、まだ移植手術前でし
たので、「術後どうなっているかわからない
のに････。」と逃げを考えていましたが、会
長ができる普通の状態になっている事が私達
の願いであることに気づき、引き受けさせて
頂きました。お陰様で｢豆ちゃん｣も元気で働
いてくれていますので、ゴルフもできます・
仕事もできます・美味しいものも食べられま
す・他に色々ありますが、異業種の皆さんと
楽しく話しをすることができます。とても幸
せなことです。特に仕事の中心から離れた方
は共通の仲間と笑いあえる会話を楽しむこと
が、とても大切なことと思いました。
　前田幹事には大変お世話になりました。前
田幹事がしっかりと幹事の任務をしていただ
き、私の数ある抜けている点をフォローして
もらい、対外的に会長の顔を取り繕うことが
できました。ありがとうございました。
　また、神谷さん20年間ありがとうございま
した。娘さんに交代していただけることが決
まって、ホッとしています。神谷さんがいな
ければ、本日まで当クラブは迷走したことで
しょう。ただ「優秀な事務員さんがいるクラ
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第2680地区 宝塚中ロータリークラブ

ブは、育たないと」明言された方がおられま
したが、かなり当たっています。改めて感謝
申し上げます。体調が許されればいつでも遊
びに来てください。お嬢さんが仕事を覚える
まで大変でしょうが、皆様のご協力お願いい
たします。

2013－2014年度最終例会
会長・幹事・各役員・各委員長、引き継ぎを
行なう。

　

○蓮尾　春輝　君
　今日、最終例会になりましたね。大西会
長、前田幹事ご苦労様でした。
○川添　裕照　君
　大西会長、前田幹事、役員の皆様一年間
お疲れさまでした。
○小山　一子　君
　大西丸無事帰港おめでとうございます。
来期もパスト会長としてよろしくご指導下
さりませ。前田幹事様　来期は副幹事とし
てよろしくお願いいたします。
　作田様ようこそ。ご入会おまちいたして
おります。　
○栗田　義博　君
　大西会長・前田幹事、本当に御苦労様で
した。楽しい1年をありがとうございました。
　来期はどうなるのでしょう？？？
○草野　　旦　君
　大西丸、立派に航海を終えて無事目的の
港に到着！
　おつかれさまでした！！
○那須　範満　君
　22日の大西会長杯ゴルフコンペで優勝し
ました。
○坂上　安夫　君
　　大西会長一年間ご苦労さんでした。

　　   本日合計　　　　　　￥44,000円
　　　本日までの累計　　￥1,203,410円

（野木　久子　記）

◆本日のソング
「それでこそロータリー」

野木　久子　会員

◆出席報告

◆クラブゲスト
作田　知子　様（小山会員の知己、
　　　　　　　　入会予定者）　

◆スポット
◯神谷さんにクラブより感謝状贈呈

◯前田幹事
　6／8開催された講演会プログラムに広告掲載
◯栗田次期幹事
　8／6　宝塚花火大会　移動例会を計画

会長の時間
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メイキャップ出席免除者会員数 算　定 本　日 出席率
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ひとくち

和菓子の老舗「駿河屋」（本社：和歌山
県）が廃業しました。室町時代に創業以
来550年以上も羊羹などの和菓子を作り
続けていました。千鳥屋がスポンサーと
なる案も出たそうですが、条件面で決裂。
駿河屋の和菓子は、もはや味わうことの
できない記録と記憶だけの歴史になろう
としています。
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