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本日の例会　　7月9日（水） 次週予告　　7月16日（水）
● 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

● ソング

● プログラム

「それでこそロータリー」
　　　　　　馬場　和代　会員

新入会員挨拶
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◆会員誕生日
　　９日　森信　静治　会員
　１７日　大門美智子　会員

◆奥様・ご主人様　誕生日
　　１日　小山　八郎　様
　１１日　草野　満理　様
　２５日　大西奈津子　様

◆ガバナー補佐就任のあいさつ
第2680地区阪神第3グループガバナー補佐          

正木　隆造　様（宝塚武庫川RC）

１．宝塚中RCの皆さん、今晩は。
   私は、以前は、貴クラブを、よくメーキャッ
プに利用させていただきました。メーキャッ
プでは大変居心地のよい思いをさせていただ
いたものでした。
　ホームクラブの会長をしてから、ホームク
ラブを休むわけにもいかないことが多くな
り、また、地区のメーキャップカードも貯ま
ることが多くなり、貴クラブにメーキャップ
に来る機会もなくなり、物足りない思いをし
ていました。
　このたび、ガバナー補佐のデビューを、貴
クラブから始めることになりました。このこ
とは、私には大変うれしいことです。
２．ロータリークラブは、会員数が減少して
います。そのことを真剣に受け止める必要が

あります。しかし、その解決策として好んで
語られるのは、女性会員の増加とか、Ｅクラ
ブの設立とかのことです。それらはそれで十
分に価値のあることで、私は何ら反対するも
のではありません。会員を増やす方法に制限
はないと思います。
３．しかしながら、私には、中年男性の会員
（40～50才）のことが片隅に追いやられてい
る感じがしています。少なくとも、現在の日
本では、ロータリーの中心になるべきなの
は、やはり中年の男性会員ではないでしょう
か。そういう思いがあります。その入会が少
なすぎる。私は、時代錯誤的だと言われよう
と、そこのところを再度強調したいと思って
います。中年男性がロータリーに魅力を感じ
なくて、ロータリーの真の会員増強はないと
思っています。
４．宝塚中ロータリークラブにおかれては、
女性会員の増加にこれだけ成功されているの
ですから、現在の人数では少なすぎるので
す。これに満足せずに、もっと男性の会員の
勧誘をしていただき、当阪神第3グループの中
心になっていただくようにお願い申し上げます。

第1010回例会報告 7月2日（水）
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LIGHT UP ROTARY
R.I.会長テーマ
　“ロータリーに輝きを”
　　　　　　　会長 ゲイリーC.K.オーマン

第2680地区 宝塚中ロータリークラブ

５．ロータリーの主義・主張については、ガ
バナー公式訪問前のクラブ協議会の際に、お
話ししたいと思います。
６．IMは、平成27年2月7日午後に、宝塚ホテ
ルにて行う予定ですので、ご協力のほど、よ
ろしくお願い申し上げます。講演会形式では
なく、ロータリアンの皆さんにアンケートを
とって、その発表会という形にしたいと思っ
ています。アンケートにもご協力のほど、よ
ろしくお願い申し上げます。
７．最後に、名刺代わりのA4の紙を配っても
らっています。
　ホームクラブで3年前に卓話をしたときの材
料です。
　有名な決議23－34の、最も有名な部分のコ
ピーです。
　日本文を読みます。
　読んで理解できますか。日本語が頭に入っ
てきません。問題は、この棒線部分です。こ
こに「矛盾」とありますが、何と何との矛盾
か分かりますか。「利己的な欲求と」「義務
…」のところで切れているのか、「義務およ
び」「これに伴う…」のところで切れている
のかの問題です。
　言葉を変えれば、ここの「義務」とは何かです。
　英文をご覧下さい。
　これを見れば一目瞭然です。義務は、「to 
serve others」という義務です。公式日本文で
は、「義務」が何の義務かが全く訳せていま
せん。
  さらに、付言すれば、私は、この義務が、そ
れを続けて行くうちに、結果として、やりた
いという衝動になるという部分が好きです。
これこそがロータリーの奉仕の神髄だと思っ
ています。
　以上、参考になれば幸いです。
　今年1年間、よろしくお願いします。

◆宝塚RC会長　小西　浩之　様よりご挨拶が
ありました。

◆ご挨拶
宝塚武庫川RC　　　　　     
　会長　隈下　繁良　様

　宝塚中ロータリークラブの会員の皆様　こ
んばんは。私は2014－2015年度の宝塚武庫川
ロータリークラブの会長の隈下でございま
す。幹事の石田と本日は新年度のご挨拶に参
上いたしました。
　2013－2014年度は、大室ガバナーの活動を
支えていただきありがとうございました。ま
た5月に開催しました35周年記念祝典にも多数
ご参加いただき感謝しております。新年度
は、また普通のロータリークラブに戻って活
動してまいります。私共のクラブ運営方針と
しましては、「前例がないことを前例がない
からやりましょう」をモットーに、新しいア
イデアをとにかく実行し、ダメならダメで変
更していく勇気をもって一年間やっていく所
存でございます。
　宝塚三クラブ合同例会につきましては、事
前に私から貴クラブ会長の小山様と宝塚ロー
タリークラブ会長の小西様に合同例会の参加
会員が少ないこともあり、いったん中止し何
かほかのやり方で三クラブの集まりを企画し
ませんかと持ち掛けました。それぞれのクラ
ブでご協議いただき　最終的にご了解をいた
だきました。結果としまして　2015年4月4日
㈯18時～19時に親睦の合同例会を開催する運
びとなりました。まだ内容については具体的
には決まっておりませんので　いいアイデア
ありましたら各クラブの幹事までご助言いた
だけますでしょうか。
　また2月にはホストクラブとしてIMの開催を
予定いたしております。
　最後に、宝塚三クラブの交流を深めるため
にも、ぜひメーキャップは宝塚三クラブでお
願いいたします。今年も仲良くお願いいたし
ます。

会長｠小山　一子

　皆様今晩は
　今夜は22期初例会第1010回目でございます。
　早速のお客様、
　　RI2680地区　阪神第三グループ
　　ガバナー補佐　正木隆造　様
　　幹　事　　　　堂山剛志　様
今期ご指導よろしくお願い致します。
　　宝塚RC　会長　小西浩之　様
　　　　　　　幹事　木野達夫　様
　　宝塚武庫川RC　会長　隈下繁良　様
　　　　　　　　　　幹事　石田昌也　様
　　入会予定者　作田知子　様　
どうぞよろしく、ごゆるりとお過ごし下さい
ませ。
　今夜は今期初例会のため行事が多く、会長
の時間は簡単にさせて頂き、後ほど「会長運
営方針」にて少し詳しくお話させて頂く予定
でございます。
　前年度大西会長は、一回り以上もお若く、
ロータリーについて毎回詳しくお話下さいま
したが、私はPCが不慣れなため、直ぐに目が
痛くなり、吐き気までいたしますため、同じ
ことは出来かね、大西会長年度の会報はこの
ように大切に取り置き、活用させて頂く予定
です。
 私は「ちょっとお耳を！」と題して、お話さ
せて頂きます。
　早速本日は「ご縁について」
　人のご縁は不思議なもので、その中でも5個
の（しんえん）。「神（仏）縁」・「深　
縁」・「真　縁」・「心　縁」・一番大切な
「新　縁」を大切にして生きたいと思ってい
ます。
　人生は、いつどなたとご縁があるかが、大
いに関心あるところでございます。本日の
「新しい縁＝新　縁」お互いに喜び感謝しよ
うではござい
ませんか。
　もう一つは「E：笑顔　H：拍手　A：握手」
自他を勇気づけ、ツキを呼び込み、健幸で幸

福な人生をお約束いたします。
　一年間　どうぞよろしくお願い致します。

◆クラブ運営方針（2014－2015年）
会長　小山　一子

　今から14年前、1999－2000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、「甘えを捨てもう一度
しっかりロータリーを学びなさい」、と言う
創始者ポール・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。
　初めてのことと、高齢であることなど緊張
感は多大でありますが、「良い緊張は心のス
パイス」とお聞きしましたので、不束ではご
ざいますが、精一杯務めさせて頂きたいと
思っていますので、パスト会長の皆様、メン
バーの皆様ご指導ご鞭撻をよろしくお願い致
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」
　一人一人が委員会その他で協力し、能力を
発揮すると、自ずから光ります。毎例会場が
明るく輝いていることを期待いたします。
★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」
　皆様のご希望、ご意見お寄せ下さい。
★クラブモットー「基本を大切に、明るく・
楽しく・元気よく！」
　歴代会長様には「俺についてこい！」
（トップダウン型）のお方も多々いらっしゃ
いましたが、私はボトムアップ（ある程度は
決めておくことがありますが）、皆様の「ご
意　見＝異　見」を頂戴しながら進めて参り
たく思っています。
　　毎例会＜Ｅ（笑顔）・Ｈ（拍手）
　　　　　　・Ａ（握手）＞　始まります
★新入会員増強目標4名。
　皆様方のお蔭様で、前年度2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。
　皆様「ロータリーは楽しいよ～、有意義で
すよ～、　素晴らしい紳士・淑女に出逢えま
すよ～」と言うPRよろしくお願い致します。
　　　　　　＜乞う　広報委員会・会員増強
　　　　　　　　　　委員会活動のご協力＞
★会長の時間について
　前年度の大西利哉会長は「ロータリーにつ

おめでとうございます

いて」毎例会懇切丁寧にお話下さいました。
そのため重複は避けたいと思っています。し
かし、貴重な文献、常に座右に置き充分に参
考にし、活用させて頂きたいと思っていま
す。（皆様も前年度の会報大切にお取り置き
下さりご参考になさって下さい）今期は
「ちょっとお耳を拝借」と題し「あっそうな
んだ！」「へ～そうなんだ！」と言うことを
お話させて頂く予定です。
★セミナー出席者は、次例会時の「スポッ
ト」にて、簡潔な報告をお願い致します。
（参加者への労いの拍手の意味も込めて）
★出席率のアップ
　「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、その他の会合にも積極的に
出席を。
　　・地区大会　2015年2月28日㈯
　　　　　　　　　　　3月1日㈰
　　・Ｉ・Ｍ　　2015年2月7日㈯
★プロバスクラブへの協力
　合同例会、会員増強協力
★「ロータリーの友」の活用

☆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　
阪上栄樹会員と前年度幹事　前田正明会員が
万全を期して下さっています。

★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、
メンバーの皆様のご協力を切にお願いいたし
ておきます。

★E（笑顔）・H（拍手）・A（握手）でお開    
きに致しましょう！よろしくお願い致しま
す。　感謝！　　

○堂山　剛志　様（ガバナー補佐随行者）
　皆様こんばんわ。本日は、お世話になり
ます。よろしくお願いいたします。
◯小西　浩之　様（宝塚RC）
　木野　達夫　様（宝塚RC）
　本日はお世話になります。今年一年、よろ

ごあいさつ

　しくお願いします。
◯隈下　繁良　様（宝塚武庫川RC）
　一年間、仲良くお付き合いの程、よろし
くお願いします。
◯石田　昌也　様（宝塚武庫川RC）
月初の慌ただしい時にお邪魔いたします。
1年間よろしく、お付き合いくださいませ。
◯蓮尾　春輝　君
今日からいよいよ小山丸の船出ですね。正
木ガバナー補佐様、宝塚ロータリークラ
ブ、武庫川ロータリークラブの会長・幹事
様ようこそ。よろしくお願い致します。
◯細川　洋一　君
小山会長、栗田幹事、役員のみなさま、一
年よろしくお願いいたします。正木ガバ
ナー補佐様よろしくお願いします。
◯小山　一子　君
　ガバナー補佐 正木様、ご随行の堂山様、
宝塚RC会長小西様、幹事木野様、宝塚武庫
川RC会長隈下様、幹事石田様ようこそ。
　よろしくお願いいたします。入会予定者
作田様ごゆるりとおすごし下さいませ。
ホームクラブの皆様今期よろしくお願いい
たします。にこにこ！
◯前田　正明　君
一年間、会員の皆様ありがとうございまし
た。
◯大西　利哉　君
　昨年度はお世話になりました。ただい
ま、「ホッ」としています。
　今年度会長小山さん体調に気を付けて、
ゆっくりと航海してください。
◯阪上　栄樹　君
小山丸の出航を祝して!!　正木ガバナー補佐
様他ご出席の皆様をお迎えして。ニコニコ!!
◯田辺朱希美　君
小山丸の船出を心からお祝い申し上げま
す！今期、一年楽しい航海が続きますよう
に！ニコニコ

　　   本日合計　　　　　　￥91,000円
　　　本日までの累計　　　￥91,000円

（田中　哲三　記）

◆本日のソング
「君が代」「奉仕の理想」

田中　哲三　会員

◆出席報告

◆クラブゲスト
　第2680地区阪神第3グループガバナー補佐          
　　　　　正木　隆造　様（宝塚武庫川RC）
　　幹事　堂山　剛志　様（宝塚武庫川RC）
　宝塚RC会長　　　　小西　浩之　様
　　　　　幹事　　　　木野　達夫　様
　宝塚武庫川RC会長　隈下　繁良　様
　　　　　　　　幹事　石田　昌也　様
　作田　知子　様（入会予定者）

◆スポット
◯古川会員が日本テニス協会より功労賞を受
　けられました

◆幹事報告
・例会終了後理事役員会を行います

「理事・役員会議事録」
日　程　平成26年7月2日(水)
時　間　20時00分～
場　所　宝塚ホテル
出席者　小山・栗田・川添・古川・那須
　　　　田辺・阪上・蓮尾・草野・大西
内　容
○今期役員表の件
　今期ウェブサイト：今期は同じ委員が行う
（1つにするには細則変更が必要のため合併し
　ない）　　承認
○作田さん入会の件
　全員に案内をまわす　　承認
○堀会員の件　(出席免除)会員として残っても
　らう　　承認
○花火大会の件
　18：00～　池田会員の｢華｣にて例会
　会員／2,500　家族1名／5,000
　19：00～　花火見物
　会員・家族共／2,500　徴収する　　　承認
○制服の件　個人での購入とする（前年度は
　クラブからプレゼントしていた）　　承認



◆会員誕生日
　　９日　森信　静治　会員
　１７日　大門美智子　会員

◆奥様・ご主人様　誕生日
　　１日　小山　八郎　様
　１１日　草野　満理　様
　２５日　大西奈津子　様

◆ガバナー補佐就任のあいさつ
第2680地区阪神第3グループガバナー補佐          

正木　隆造　様（宝塚武庫川RC）

１．宝塚中RCの皆さん、今晩は。
   私は、以前は、貴クラブを、よくメーキャッ
プに利用させていただきました。メーキャッ
プでは大変居心地のよい思いをさせていただ
いたものでした。
　ホームクラブの会長をしてから、ホームク
ラブを休むわけにもいかないことが多くな
り、また、地区のメーキャップカードも貯ま
ることが多くなり、貴クラブにメーキャップ
に来る機会もなくなり、物足りない思いをし
ていました。
　このたび、ガバナー補佐のデビューを、貴
クラブから始めることになりました。このこ
とは、私には大変うれしいことです。
２．ロータリークラブは、会員数が減少して
います。そのことを真剣に受け止める必要が

あります。しかし、その解決策として好んで
語られるのは、女性会員の増加とか、Ｅクラ
ブの設立とかのことです。それらはそれで十
分に価値のあることで、私は何ら反対するも
のではありません。会員を増やす方法に制限
はないと思います。
３．しかしながら、私には、中年男性の会員
（40～50才）のことが片隅に追いやられてい
る感じがしています。少なくとも、現在の日
本では、ロータリーの中心になるべきなの
は、やはり中年の男性会員ではないでしょう
か。そういう思いがあります。その入会が少
なすぎる。私は、時代錯誤的だと言われよう
と、そこのところを再度強調したいと思って
います。中年男性がロータリーに魅力を感じ
なくて、ロータリーの真の会員増強はないと
思っています。
４．宝塚中ロータリークラブにおかれては、
女性会員の増加にこれだけ成功されているの
ですから、現在の人数では少なすぎるので
す。これに満足せずに、もっと男性の会員の
勧誘をしていただき、当阪神第3グループの中
心になっていただくようにお願い申し上げます。

2

５．ロータリーの主義・主張については、ガ
バナー公式訪問前のクラブ協議会の際に、お
話ししたいと思います。
６．IMは、平成27年2月7日午後に、宝塚ホテ
ルにて行う予定ですので、ご協力のほど、よ
ろしくお願い申し上げます。講演会形式では
なく、ロータリアンの皆さんにアンケートを
とって、その発表会という形にしたいと思っ
ています。アンケートにもご協力のほど、よ
ろしくお願い申し上げます。
７．最後に、名刺代わりのA4の紙を配っても
らっています。
　ホームクラブで3年前に卓話をしたときの材
料です。
　有名な決議23－34の、最も有名な部分のコ
ピーです。
　日本文を読みます。
　読んで理解できますか。日本語が頭に入っ
てきません。問題は、この棒線部分です。こ
こに「矛盾」とありますが、何と何との矛盾
か分かりますか。「利己的な欲求と」「義務
…」のところで切れているのか、「義務およ
び」「これに伴う…」のところで切れている
のかの問題です。
　言葉を変えれば、ここの「義務」とは何かです。
　英文をご覧下さい。
　これを見れば一目瞭然です。義務は、「to 
serve others」という義務です。公式日本文で
は、「義務」が何の義務かが全く訳せていま
せん。
  さらに、付言すれば、私は、この義務が、そ
れを続けて行くうちに、結果として、やりた
いという衝動になるという部分が好きです。
これこそがロータリーの奉仕の神髄だと思っ
ています。
　以上、参考になれば幸いです。
　今年1年間、よろしくお願いします。

◆宝塚RC会長　小西　浩之　様よりご挨拶が
ありました。

◆ご挨拶
宝塚武庫川RC　　　　　     
　会長　隈下　繁良　様

　宝塚中ロータリークラブの会員の皆様　こ
んばんは。私は2014－2015年度の宝塚武庫川
ロータリークラブの会長の隈下でございま
す。幹事の石田と本日は新年度のご挨拶に参
上いたしました。
　2013－2014年度は、大室ガバナーの活動を
支えていただきありがとうございました。ま
た5月に開催しました35周年記念祝典にも多数
ご参加いただき感謝しております。新年度
は、また普通のロータリークラブに戻って活
動してまいります。私共のクラブ運営方針と
しましては、「前例がないことを前例がない
からやりましょう」をモットーに、新しいア
イデアをとにかく実行し、ダメならダメで変
更していく勇気をもって一年間やっていく所
存でございます。
　宝塚三クラブ合同例会につきましては、事
前に私から貴クラブ会長の小山様と宝塚ロー
タリークラブ会長の小西様に合同例会の参加
会員が少ないこともあり、いったん中止し何
かほかのやり方で三クラブの集まりを企画し
ませんかと持ち掛けました。それぞれのクラ
ブでご協議いただき　最終的にご了解をいた
だきました。結果としまして　2015年4月4日
㈯18時～19時に親睦の合同例会を開催する運
びとなりました。まだ内容については具体的
には決まっておりませんので　いいアイデア
ありましたら各クラブの幹事までご助言いた
だけますでしょうか。
　また2月にはホストクラブとしてIMの開催を
予定いたしております。
　最後に、宝塚三クラブの交流を深めるため
にも、ぜひメーキャップは宝塚三クラブでお
願いいたします。今年も仲良くお願いいたし
ます。

会長｠小山　一子

　皆様今晩は
　今夜は22期初例会第1010回目でございます。
　早速のお客様、
　　RI2680地区　阪神第三グループ
　　ガバナー補佐　正木隆造　様
　　幹　事　　　　堂山剛志　様
今期ご指導よろしくお願い致します。
　　宝塚RC　会長　小西浩之　様
　　　　　　　幹事　木野達夫　様
　　宝塚武庫川RC　会長　隈下繁良　様
　　　　　　　　　　幹事　石田昌也　様
　　入会予定者　作田知子　様　
どうぞよろしく、ごゆるりとお過ごし下さい
ませ。
　今夜は今期初例会のため行事が多く、会長
の時間は簡単にさせて頂き、後ほど「会長運
営方針」にて少し詳しくお話させて頂く予定
でございます。
　前年度大西会長は、一回り以上もお若く、
ロータリーについて毎回詳しくお話下さいま
したが、私はPCが不慣れなため、直ぐに目が
痛くなり、吐き気までいたしますため、同じ
ことは出来かね、大西会長年度の会報はこの
ように大切に取り置き、活用させて頂く予定
です。
 私は「ちょっとお耳を！」と題して、お話さ
せて頂きます。
　早速本日は「ご縁について」
　人のご縁は不思議なもので、その中でも5個
の（しんえん）。「神（仏）縁」・「深　
縁」・「真　縁」・「心　縁」・一番大切な
「新　縁」を大切にして生きたいと思ってい
ます。
　人生は、いつどなたとご縁があるかが、大
いに関心あるところでございます。本日の
「新しい縁＝新　縁」お互いに喜び感謝しよ
うではござい
ませんか。
　もう一つは「E：笑顔　H：拍手　A：握手」
自他を勇気づけ、ツキを呼び込み、健幸で幸

福な人生をお約束いたします。
　一年間　どうぞよろしくお願い致します。

◆クラブ運営方針（2014－2015年）
会長　小山　一子

　今から14年前、1999－2000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、「甘えを捨てもう一度
しっかりロータリーを学びなさい」、と言う
創始者ポール・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。
　初めてのことと、高齢であることなど緊張
感は多大でありますが、「良い緊張は心のス
パイス」とお聞きしましたので、不束ではご
ざいますが、精一杯務めさせて頂きたいと
思っていますので、パスト会長の皆様、メン
バーの皆様ご指導ご鞭撻をよろしくお願い致
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」
　一人一人が委員会その他で協力し、能力を
発揮すると、自ずから光ります。毎例会場が
明るく輝いていることを期待いたします。
★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」
　皆様のご希望、ご意見お寄せ下さい。
★クラブモットー「基本を大切に、明るく・
楽しく・元気よく！」
　歴代会長様には「俺についてこい！」
（トップダウン型）のお方も多々いらっしゃ
いましたが、私はボトムアップ（ある程度は
決めておくことがありますが）、皆様の「ご
意　見＝異　見」を頂戴しながら進めて参り
たく思っています。
　　毎例会＜Ｅ（笑顔）・Ｈ（拍手）
　　　　　　・Ａ（握手）＞　始まります
★新入会員増強目標4名。
　皆様方のお蔭様で、前年度2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。
　皆様「ロータリーは楽しいよ～、有意義で
すよ～、　素晴らしい紳士・淑女に出逢えま
すよ～」と言うPRよろしくお願い致します。
　　　　　　＜乞う　広報委員会・会員増強
　　　　　　　　　　委員会活動のご協力＞
★会長の時間について
　前年度の大西利哉会長は「ロータリーにつ

いて」毎例会懇切丁寧にお話下さいました。
そのため重複は避けたいと思っています。し
かし、貴重な文献、常に座右に置き充分に参
考にし、活用させて頂きたいと思っていま
す。（皆様も前年度の会報大切にお取り置き
下さりご参考になさって下さい）今期は
「ちょっとお耳を拝借」と題し「あっそうな
んだ！」「へ～そうなんだ！」と言うことを
お話させて頂く予定です。
★セミナー出席者は、次例会時の「スポッ
ト」にて、簡潔な報告をお願い致します。
（参加者への労いの拍手の意味も込めて）
★出席率のアップ
　「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、その他の会合にも積極的に
出席を。
　　・地区大会　2015年2月28日㈯
　　　　　　　　　　　3月1日㈰
　　・Ｉ・Ｍ　　2015年2月7日㈯
★プロバスクラブへの協力
　合同例会、会員増強協力
★「ロータリーの友」の活用

☆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　
阪上栄樹会員と前年度幹事　前田正明会員が
万全を期して下さっています。

★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、
メンバーの皆様のご協力を切にお願いいたし
ておきます。

★E（笑顔）・H（拍手）・A（握手）でお開    
きに致しましょう！よろしくお願い致しま
す。　感謝！　　

○堂山　剛志　様（ガバナー補佐随行者）
　皆様こんばんわ。本日は、お世話になり
ます。よろしくお願いいたします。
◯小西　浩之　様（宝塚RC）
　木野　達夫　様（宝塚RC）
　本日はお世話になります。今年一年、よろ

　しくお願いします。
◯隈下　繁良　様（宝塚武庫川RC）
　一年間、仲良くお付き合いの程、よろし
くお願いします。
◯石田　昌也　様（宝塚武庫川RC）
月初の慌ただしい時にお邪魔いたします。
1年間よろしく、お付き合いくださいませ。
◯蓮尾　春輝　君
今日からいよいよ小山丸の船出ですね。正
木ガバナー補佐様、宝塚ロータリークラ
ブ、武庫川ロータリークラブの会長・幹事
様ようこそ。よろしくお願い致します。
◯細川　洋一　君
小山会長、栗田幹事、役員のみなさま、一
年よろしくお願いいたします。正木ガバ
ナー補佐様よろしくお願いします。
◯小山　一子　君
　ガバナー補佐 正木様、ご随行の堂山様、
宝塚RC会長小西様、幹事木野様、宝塚武庫
川RC会長隈下様、幹事石田様ようこそ。
　よろしくお願いいたします。入会予定者
作田様ごゆるりとおすごし下さいませ。
ホームクラブの皆様今期よろしくお願いい
たします。にこにこ！
◯前田　正明　君
一年間、会員の皆様ありがとうございまし
た。
◯大西　利哉　君
　昨年度はお世話になりました。ただい
ま、「ホッ」としています。
　今年度会長小山さん体調に気を付けて、
ゆっくりと航海してください。
◯阪上　栄樹　君
小山丸の出航を祝して!!　正木ガバナー補佐
様他ご出席の皆様をお迎えして。ニコニコ!!
◯田辺朱希美　君
小山丸の船出を心からお祝い申し上げま
す！今期、一年楽しい航海が続きますよう
に！ニコニコ

　　   本日合計　　　　　　￥91,000円
　　　本日までの累計　　　￥91,000円

（田中　哲三　記）

◆本日のソング
「君が代」「奉仕の理想」

田中　哲三　会員

◆出席報告

◆クラブゲスト
　第2680地区阪神第3グループガバナー補佐          
　　　　　正木　隆造　様（宝塚武庫川RC）
　　幹事　堂山　剛志　様（宝塚武庫川RC）
　宝塚RC会長　　　　小西　浩之　様
　　　　　幹事　　　　木野　達夫　様
　宝塚武庫川RC会長　隈下　繁良　様
　　　　　　　　幹事　石田　昌也　様
　作田　知子　様（入会予定者）

◆スポット
◯古川会員が日本テニス協会より功労賞を受
　けられました

◆幹事報告
・例会終了後理事役員会を行います

「理事・役員会議事録」
日　程　平成26年7月2日(水)
時　間　20時00分～
場　所　宝塚ホテル
出席者　小山・栗田・川添・古川・那須
　　　　田辺・阪上・蓮尾・草野・大西
内　容
○今期役員表の件
　今期ウェブサイト：今期は同じ委員が行う
（1つにするには細則変更が必要のため合併し
　ない）　　承認
○作田さん入会の件
　全員に案内をまわす　　承認
○堀会員の件　(出席免除)会員として残っても
　らう　　承認
○花火大会の件
　18：00～　池田会員の｢華｣にて例会
　会員／2,500　家族1名／5,000
　19：00～　花火見物
　会員・家族共／2,500　徴収する　　　承認
○制服の件　個人での購入とする（前年度は
　クラブからプレゼントしていた）　　承認



◆会員誕生日
　　９日　森信　静治　会員
　１７日　大門美智子　会員

◆奥様・ご主人様　誕生日
　　１日　小山　八郎　様
　１１日　草野　満理　様
　２５日　大西奈津子　様

◆ガバナー補佐就任のあいさつ
第2680地区阪神第3グループガバナー補佐          

正木　隆造　様（宝塚武庫川RC）

１．宝塚中RCの皆さん、今晩は。
   私は、以前は、貴クラブを、よくメーキャッ
プに利用させていただきました。メーキャッ
プでは大変居心地のよい思いをさせていただ
いたものでした。
　ホームクラブの会長をしてから、ホームク
ラブを休むわけにもいかないことが多くな
り、また、地区のメーキャップカードも貯ま
ることが多くなり、貴クラブにメーキャップ
に来る機会もなくなり、物足りない思いをし
ていました。
　このたび、ガバナー補佐のデビューを、貴
クラブから始めることになりました。このこ
とは、私には大変うれしいことです。
２．ロータリークラブは、会員数が減少して
います。そのことを真剣に受け止める必要が

あります。しかし、その解決策として好んで
語られるのは、女性会員の増加とか、Ｅクラ
ブの設立とかのことです。それらはそれで十
分に価値のあることで、私は何ら反対するも
のではありません。会員を増やす方法に制限
はないと思います。
３．しかしながら、私には、中年男性の会員
（40～50才）のことが片隅に追いやられてい
る感じがしています。少なくとも、現在の日
本では、ロータリーの中心になるべきなの
は、やはり中年の男性会員ではないでしょう
か。そういう思いがあります。その入会が少
なすぎる。私は、時代錯誤的だと言われよう
と、そこのところを再度強調したいと思って
います。中年男性がロータリーに魅力を感じ
なくて、ロータリーの真の会員増強はないと
思っています。
４．宝塚中ロータリークラブにおかれては、
女性会員の増加にこれだけ成功されているの
ですから、現在の人数では少なすぎるので
す。これに満足せずに、もっと男性の会員の
勧誘をしていただき、当阪神第3グループの中
心になっていただくようにお願い申し上げます。

プログラム

５．ロータリーの主義・主張については、ガ
バナー公式訪問前のクラブ協議会の際に、お
話ししたいと思います。
６．IMは、平成27年2月7日午後に、宝塚ホテ
ルにて行う予定ですので、ご協力のほど、よ
ろしくお願い申し上げます。講演会形式では
なく、ロータリアンの皆さんにアンケートを
とって、その発表会という形にしたいと思っ
ています。アンケートにもご協力のほど、よ
ろしくお願い申し上げます。
７．最後に、名刺代わりのA4の紙を配っても
らっています。
　ホームクラブで3年前に卓話をしたときの材
料です。
　有名な決議23－34の、最も有名な部分のコ
ピーです。
　日本文を読みます。
　読んで理解できますか。日本語が頭に入っ
てきません。問題は、この棒線部分です。こ
こに「矛盾」とありますが、何と何との矛盾
か分かりますか。「利己的な欲求と」「義務
…」のところで切れているのか、「義務およ
び」「これに伴う…」のところで切れている
のかの問題です。
　言葉を変えれば、ここの「義務」とは何かです。
　英文をご覧下さい。
　これを見れば一目瞭然です。義務は、「to 
serve others」という義務です。公式日本文で
は、「義務」が何の義務かが全く訳せていま
せん。
  さらに、付言すれば、私は、この義務が、そ
れを続けて行くうちに、結果として、やりた
いという衝動になるという部分が好きです。
これこそがロータリーの奉仕の神髄だと思っ
ています。
　以上、参考になれば幸いです。
　今年1年間、よろしくお願いします。

◆宝塚RC会長　小西　浩之　様よりご挨拶が
ありました。

◆ご挨拶
宝塚武庫川RC　　　　　     
　会長　隈下　繁良　様

　宝塚中ロータリークラブの会員の皆様　こ
んばんは。私は2014－2015年度の宝塚武庫川
ロータリークラブの会長の隈下でございま
す。幹事の石田と本日は新年度のご挨拶に参
上いたしました。
　2013－2014年度は、大室ガバナーの活動を
支えていただきありがとうございました。ま
た5月に開催しました35周年記念祝典にも多数
ご参加いただき感謝しております。新年度
は、また普通のロータリークラブに戻って活
動してまいります。私共のクラブ運営方針と
しましては、「前例がないことを前例がない
からやりましょう」をモットーに、新しいア
イデアをとにかく実行し、ダメならダメで変
更していく勇気をもって一年間やっていく所
存でございます。
　宝塚三クラブ合同例会につきましては、事
前に私から貴クラブ会長の小山様と宝塚ロー
タリークラブ会長の小西様に合同例会の参加
会員が少ないこともあり、いったん中止し何
かほかのやり方で三クラブの集まりを企画し
ませんかと持ち掛けました。それぞれのクラ
ブでご協議いただき　最終的にご了解をいた
だきました。結果としまして　2015年4月4日
㈯18時～19時に親睦の合同例会を開催する運
びとなりました。まだ内容については具体的
には決まっておりませんので　いいアイデア
ありましたら各クラブの幹事までご助言いた
だけますでしょうか。
　また2月にはホストクラブとしてIMの開催を
予定いたしております。
　最後に、宝塚三クラブの交流を深めるため
にも、ぜひメーキャップは宝塚三クラブでお
願いいたします。今年も仲良くお願いいたし
ます。

会長｠小山　一子

　皆様今晩は
　今夜は22期初例会第1010回目でございます。
　早速のお客様、
　　RI2680地区　阪神第三グループ
　　ガバナー補佐　正木隆造　様
　　幹　事　　　　堂山剛志　様
今期ご指導よろしくお願い致します。
　　宝塚RC　会長　小西浩之　様
　　　　　　　幹事　木野達夫　様
　　宝塚武庫川RC　会長　隈下繁良　様
　　　　　　　　　　幹事　石田昌也　様
　　入会予定者　作田知子　様　
どうぞよろしく、ごゆるりとお過ごし下さい
ませ。
　今夜は今期初例会のため行事が多く、会長
の時間は簡単にさせて頂き、後ほど「会長運
営方針」にて少し詳しくお話させて頂く予定
でございます。
　前年度大西会長は、一回り以上もお若く、
ロータリーについて毎回詳しくお話下さいま
したが、私はPCが不慣れなため、直ぐに目が
痛くなり、吐き気までいたしますため、同じ
ことは出来かね、大西会長年度の会報はこの
ように大切に取り置き、活用させて頂く予定
です。
 私は「ちょっとお耳を！」と題して、お話さ
せて頂きます。
　早速本日は「ご縁について」
　人のご縁は不思議なもので、その中でも5個
の（しんえん）。「神（仏）縁」・「深　
縁」・「真　縁」・「心　縁」・一番大切な
「新　縁」を大切にして生きたいと思ってい
ます。
　人生は、いつどなたとご縁があるかが、大
いに関心あるところでございます。本日の
「新しい縁＝新　縁」お互いに喜び感謝しよ
うではござい
ませんか。
　もう一つは「E：笑顔　H：拍手　A：握手」
自他を勇気づけ、ツキを呼び込み、健幸で幸

福な人生をお約束いたします。
　一年間　どうぞよろしくお願い致します。

◆クラブ運営方針（2014－2015年）
会長　小山　一子

　今から14年前、1999－2000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、「甘えを捨てもう一度
しっかりロータリーを学びなさい」、と言う
創始者ポール・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。
　初めてのことと、高齢であることなど緊張
感は多大でありますが、「良い緊張は心のス
パイス」とお聞きしましたので、不束ではご
ざいますが、精一杯務めさせて頂きたいと
思っていますので、パスト会長の皆様、メン
バーの皆様ご指導ご鞭撻をよろしくお願い致
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」
　一人一人が委員会その他で協力し、能力を
発揮すると、自ずから光ります。毎例会場が
明るく輝いていることを期待いたします。
★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」
　皆様のご希望、ご意見お寄せ下さい。
★クラブモットー「基本を大切に、明るく・
楽しく・元気よく！」
　歴代会長様には「俺についてこい！」
（トップダウン型）のお方も多々いらっしゃ
いましたが、私はボトムアップ（ある程度は
決めておくことがありますが）、皆様の「ご
意　見＝異　見」を頂戴しながら進めて参り
たく思っています。
　　毎例会＜Ｅ（笑顔）・Ｈ（拍手）
　　　　　　・Ａ（握手）＞　始まります
★新入会員増強目標4名。
　皆様方のお蔭様で、前年度2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。
　皆様「ロータリーは楽しいよ～、有意義で
すよ～、　素晴らしい紳士・淑女に出逢えま
すよ～」と言うPRよろしくお願い致します。
　　　　　　＜乞う　広報委員会・会員増強
　　　　　　　　　　委員会活動のご協力＞
★会長の時間について
　前年度の大西利哉会長は「ロータリーにつ
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いて」毎例会懇切丁寧にお話下さいました。
そのため重複は避けたいと思っています。し
かし、貴重な文献、常に座右に置き充分に参
考にし、活用させて頂きたいと思っていま
す。（皆様も前年度の会報大切にお取り置き
下さりご参考になさって下さい）今期は
「ちょっとお耳を拝借」と題し「あっそうな
んだ！」「へ～そうなんだ！」と言うことを
お話させて頂く予定です。
★セミナー出席者は、次例会時の「スポッ
ト」にて、簡潔な報告をお願い致します。
（参加者への労いの拍手の意味も込めて）
★出席率のアップ
　「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、その他の会合にも積極的に
出席を。
　　・地区大会　2015年2月28日㈯
　　　　　　　　　　　3月1日㈰
　　・Ｉ・Ｍ　　2015年2月7日㈯
★プロバスクラブへの協力
　合同例会、会員増強協力
★「ロータリーの友」の活用

☆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　
阪上栄樹会員と前年度幹事　前田正明会員が
万全を期して下さっています。

★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、
メンバーの皆様のご協力を切にお願いいたし
ておきます。

★E（笑顔）・H（拍手）・A（握手）でお開    
きに致しましょう！よろしくお願い致しま
す。　感謝！　　

○堂山　剛志　様（ガバナー補佐随行者）
　皆様こんばんわ。本日は、お世話になり
ます。よろしくお願いいたします。
◯小西　浩之　様（宝塚RC）
　木野　達夫　様（宝塚RC）
　本日はお世話になります。今年一年、よろ

会長の時間 　しくお願いします。
◯隈下　繁良　様（宝塚武庫川RC）
　一年間、仲良くお付き合いの程、よろし
くお願いします。
◯石田　昌也　様（宝塚武庫川RC）
月初の慌ただしい時にお邪魔いたします。
1年間よろしく、お付き合いくださいませ。
◯蓮尾　春輝　君
今日からいよいよ小山丸の船出ですね。正
木ガバナー補佐様、宝塚ロータリークラ
ブ、武庫川ロータリークラブの会長・幹事
様ようこそ。よろしくお願い致します。
◯細川　洋一　君
小山会長、栗田幹事、役員のみなさま、一
年よろしくお願いいたします。正木ガバ
ナー補佐様よろしくお願いします。
◯小山　一子　君
　ガバナー補佐 正木様、ご随行の堂山様、
宝塚RC会長小西様、幹事木野様、宝塚武庫
川RC会長隈下様、幹事石田様ようこそ。
　よろしくお願いいたします。入会予定者
作田様ごゆるりとおすごし下さいませ。
ホームクラブの皆様今期よろしくお願いい
たします。にこにこ！
◯前田　正明　君
一年間、会員の皆様ありがとうございまし
た。
◯大西　利哉　君
　昨年度はお世話になりました。ただい
ま、「ホッ」としています。
　今年度会長小山さん体調に気を付けて、
ゆっくりと航海してください。
◯阪上　栄樹　君
小山丸の出航を祝して!!　正木ガバナー補佐
様他ご出席の皆様をお迎えして。ニコニコ!!
◯田辺朱希美　君
小山丸の船出を心からお祝い申し上げま
す！今期、一年楽しい航海が続きますよう
に！ニコニコ

　　   本日合計　　　　　　￥91,000円
　　　本日までの累計　　　￥91,000円

（田中　哲三　記）

◆本日のソング
「君が代」「奉仕の理想」

田中　哲三　会員

◆出席報告

◆クラブゲスト
　第2680地区阪神第3グループガバナー補佐          
　　　　　正木　隆造　様（宝塚武庫川RC）
　　幹事　堂山　剛志　様（宝塚武庫川RC）
　宝塚RC会長　　　　小西　浩之　様
　　　　　幹事　　　　木野　達夫　様
　宝塚武庫川RC会長　隈下　繁良　様
　　　　　　　　幹事　石田　昌也　様
　作田　知子　様（入会予定者）

◆スポット
◯古川会員が日本テニス協会より功労賞を受
　けられました

◆幹事報告
・例会終了後理事役員会を行います

「理事・役員会議事録」
日　程　平成26年7月2日(水)
時　間　20時00分～
場　所　宝塚ホテル
出席者　小山・栗田・川添・古川・那須
　　　　田辺・阪上・蓮尾・草野・大西
内　容
○今期役員表の件
　今期ウェブサイト：今期は同じ委員が行う
（1つにするには細則変更が必要のため合併し
　ない）　　承認
○作田さん入会の件
　全員に案内をまわす　　承認
○堀会員の件　(出席免除)会員として残っても
　らう　　承認
○花火大会の件
　18：00～　池田会員の｢華｣にて例会
　会員／2,500　家族1名／5,000
　19：00～　花火見物
　会員・家族共／2,500　徴収する　　　承認
○制服の件　個人での購入とする（前年度は
　クラブからプレゼントしていた）　　承認



◆会員誕生日
　　９日　森信　静治　会員
　１７日　大門美智子　会員

◆奥様・ご主人様　誕生日
　　１日　小山　八郎　様
　１１日　草野　満理　様
　２５日　大西奈津子　様

◆ガバナー補佐就任のあいさつ
第2680地区阪神第3グループガバナー補佐          

正木　隆造　様（宝塚武庫川RC）

１．宝塚中RCの皆さん、今晩は。
   私は、以前は、貴クラブを、よくメーキャッ
プに利用させていただきました。メーキャッ
プでは大変居心地のよい思いをさせていただ
いたものでした。
　ホームクラブの会長をしてから、ホームク
ラブを休むわけにもいかないことが多くな
り、また、地区のメーキャップカードも貯ま
ることが多くなり、貴クラブにメーキャップ
に来る機会もなくなり、物足りない思いをし
ていました。
　このたび、ガバナー補佐のデビューを、貴
クラブから始めることになりました。このこ
とは、私には大変うれしいことです。
２．ロータリークラブは、会員数が減少して
います。そのことを真剣に受け止める必要が

あります。しかし、その解決策として好んで
語られるのは、女性会員の増加とか、Ｅクラ
ブの設立とかのことです。それらはそれで十
分に価値のあることで、私は何ら反対するも
のではありません。会員を増やす方法に制限
はないと思います。
３．しかしながら、私には、中年男性の会員
（40～50才）のことが片隅に追いやられてい
る感じがしています。少なくとも、現在の日
本では、ロータリーの中心になるべきなの
は、やはり中年の男性会員ではないでしょう
か。そういう思いがあります。その入会が少
なすぎる。私は、時代錯誤的だと言われよう
と、そこのところを再度強調したいと思って
います。中年男性がロータリーに魅力を感じ
なくて、ロータリーの真の会員増強はないと
思っています。
４．宝塚中ロータリークラブにおかれては、
女性会員の増加にこれだけ成功されているの
ですから、現在の人数では少なすぎるので
す。これに満足せずに、もっと男性の会員の
勧誘をしていただき、当阪神第3グループの中
心になっていただくようにお願い申し上げます。

ニコニコ箱

５．ロータリーの主義・主張については、ガ
バナー公式訪問前のクラブ協議会の際に、お
話ししたいと思います。
６．IMは、平成27年2月7日午後に、宝塚ホテ
ルにて行う予定ですので、ご協力のほど、よ
ろしくお願い申し上げます。講演会形式では
なく、ロータリアンの皆さんにアンケートを
とって、その発表会という形にしたいと思っ
ています。アンケートにもご協力のほど、よ
ろしくお願い申し上げます。
７．最後に、名刺代わりのA4の紙を配っても
らっています。
　ホームクラブで3年前に卓話をしたときの材
料です。
　有名な決議23－34の、最も有名な部分のコ
ピーです。
　日本文を読みます。
　読んで理解できますか。日本語が頭に入っ
てきません。問題は、この棒線部分です。こ
こに「矛盾」とありますが、何と何との矛盾
か分かりますか。「利己的な欲求と」「義務
…」のところで切れているのか、「義務およ
び」「これに伴う…」のところで切れている
のかの問題です。
　言葉を変えれば、ここの「義務」とは何かです。
　英文をご覧下さい。
　これを見れば一目瞭然です。義務は、「to 
serve others」という義務です。公式日本文で
は、「義務」が何の義務かが全く訳せていま
せん。
  さらに、付言すれば、私は、この義務が、そ
れを続けて行くうちに、結果として、やりた
いという衝動になるという部分が好きです。
これこそがロータリーの奉仕の神髄だと思っ
ています。
　以上、参考になれば幸いです。
　今年1年間、よろしくお願いします。

◆宝塚RC会長　小西　浩之　様よりご挨拶が
ありました。

週間報告

◆ご挨拶
宝塚武庫川RC　　　　　     
　会長　隈下　繁良　様

　宝塚中ロータリークラブの会員の皆様　こ
んばんは。私は2014－2015年度の宝塚武庫川
ロータリークラブの会長の隈下でございま
す。幹事の石田と本日は新年度のご挨拶に参
上いたしました。
　2013－2014年度は、大室ガバナーの活動を
支えていただきありがとうございました。ま
た5月に開催しました35周年記念祝典にも多数
ご参加いただき感謝しております。新年度
は、また普通のロータリークラブに戻って活
動してまいります。私共のクラブ運営方針と
しましては、「前例がないことを前例がない
からやりましょう」をモットーに、新しいア
イデアをとにかく実行し、ダメならダメで変
更していく勇気をもって一年間やっていく所
存でございます。
　宝塚三クラブ合同例会につきましては、事
前に私から貴クラブ会長の小山様と宝塚ロー
タリークラブ会長の小西様に合同例会の参加
会員が少ないこともあり、いったん中止し何
かほかのやり方で三クラブの集まりを企画し
ませんかと持ち掛けました。それぞれのクラ
ブでご協議いただき　最終的にご了解をいた
だきました。結果としまして　2015年4月4日
㈯18時～19時に親睦の合同例会を開催する運
びとなりました。まだ内容については具体的
には決まっておりませんので　いいアイデア
ありましたら各クラブの幹事までご助言いた
だけますでしょうか。
　また2月にはホストクラブとしてIMの開催を
予定いたしております。
　最後に、宝塚三クラブの交流を深めるため
にも、ぜひメーキャップは宝塚三クラブでお
願いいたします。今年も仲良くお願いいたし
ます。

会長｠小山　一子

　皆様今晩は
　今夜は22期初例会第1010回目でございます。
　早速のお客様、
　　RI2680地区　阪神第三グループ
　　ガバナー補佐　正木隆造　様
　　幹　事　　　　堂山剛志　様
今期ご指導よろしくお願い致します。
　　宝塚RC　会長　小西浩之　様
　　　　　　　幹事　木野達夫　様
　　宝塚武庫川RC　会長　隈下繁良　様
　　　　　　　　　　幹事　石田昌也　様
　　入会予定者　作田知子　様　
どうぞよろしく、ごゆるりとお過ごし下さい
ませ。
　今夜は今期初例会のため行事が多く、会長
の時間は簡単にさせて頂き、後ほど「会長運
営方針」にて少し詳しくお話させて頂く予定
でございます。
　前年度大西会長は、一回り以上もお若く、
ロータリーについて毎回詳しくお話下さいま
したが、私はPCが不慣れなため、直ぐに目が
痛くなり、吐き気までいたしますため、同じ
ことは出来かね、大西会長年度の会報はこの
ように大切に取り置き、活用させて頂く予定
です。
 私は「ちょっとお耳を！」と題して、お話さ
せて頂きます。
　早速本日は「ご縁について」
　人のご縁は不思議なもので、その中でも5個
の（しんえん）。「神（仏）縁」・「深　
縁」・「真　縁」・「心　縁」・一番大切な
「新　縁」を大切にして生きたいと思ってい
ます。
　人生は、いつどなたとご縁があるかが、大
いに関心あるところでございます。本日の
「新しい縁＝新　縁」お互いに喜び感謝しよ
うではござい
ませんか。
　もう一つは「E：笑顔　H：拍手　A：握手」
自他を勇気づけ、ツキを呼び込み、健幸で幸

福な人生をお約束いたします。
　一年間　どうぞよろしくお願い致します。

◆クラブ運営方針（2014－2015年）
会長　小山　一子

　今から14年前、1999－2000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、「甘えを捨てもう一度
しっかりロータリーを学びなさい」、と言う
創始者ポール・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。
　初めてのことと、高齢であることなど緊張
感は多大でありますが、「良い緊張は心のス
パイス」とお聞きしましたので、不束ではご
ざいますが、精一杯務めさせて頂きたいと
思っていますので、パスト会長の皆様、メン
バーの皆様ご指導ご鞭撻をよろしくお願い致
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」
　一人一人が委員会その他で協力し、能力を
発揮すると、自ずから光ります。毎例会場が
明るく輝いていることを期待いたします。
★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」
　皆様のご希望、ご意見お寄せ下さい。
★クラブモットー「基本を大切に、明るく・
楽しく・元気よく！」
　歴代会長様には「俺についてこい！」
（トップダウン型）のお方も多々いらっしゃ
いましたが、私はボトムアップ（ある程度は
決めておくことがありますが）、皆様の「ご
意　見＝異　見」を頂戴しながら進めて参り
たく思っています。
　　毎例会＜Ｅ（笑顔）・Ｈ（拍手）
　　　　　　・Ａ（握手）＞　始まります
★新入会員増強目標4名。
　皆様方のお蔭様で、前年度2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。
　皆様「ロータリーは楽しいよ～、有意義で
すよ～、　素晴らしい紳士・淑女に出逢えま
すよ～」と言うPRよろしくお願い致します。
　　　　　　＜乞う　広報委員会・会員増強
　　　　　　　　　　委員会活動のご協力＞
★会長の時間について
　前年度の大西利哉会長は「ロータリーにつ

4

いて」毎例会懇切丁寧にお話下さいました。
そのため重複は避けたいと思っています。し
かし、貴重な文献、常に座右に置き充分に参
考にし、活用させて頂きたいと思っていま
す。（皆様も前年度の会報大切にお取り置き
下さりご参考になさって下さい）今期は
「ちょっとお耳を拝借」と題し「あっそうな
んだ！」「へ～そうなんだ！」と言うことを
お話させて頂く予定です。
★セミナー出席者は、次例会時の「スポッ
ト」にて、簡潔な報告をお願い致します。
（参加者への労いの拍手の意味も込めて）
★出席率のアップ
　「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、その他の会合にも積極的に
出席を。
　　・地区大会　2015年2月28日㈯
　　　　　　　　　　　3月1日㈰
　　・Ｉ・Ｍ　　2015年2月7日㈯
★プロバスクラブへの協力
　合同例会、会員増強協力
★「ロータリーの友」の活用

☆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　
阪上栄樹会員と前年度幹事　前田正明会員が
万全を期して下さっています。

★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、
メンバーの皆様のご協力を切にお願いいたし
ておきます。

★E（笑顔）・H（拍手）・A（握手）でお開    
きに致しましょう！よろしくお願い致しま
す。　感謝！　　

○堂山　剛志　様（ガバナー補佐随行者）
　皆様こんばんわ。本日は、お世話になり
ます。よろしくお願いいたします。
◯小西　浩之　様（宝塚RC）
　木野　達夫　様（宝塚RC）
　本日はお世話になります。今年一年、よろ

　しくお願いします。
◯隈下　繁良　様（宝塚武庫川RC）
　一年間、仲良くお付き合いの程、よろし
くお願いします。
◯石田　昌也　様（宝塚武庫川RC）
月初の慌ただしい時にお邪魔いたします。
1年間よろしく、お付き合いくださいませ。
◯蓮尾　春輝　君
今日からいよいよ小山丸の船出ですね。正
木ガバナー補佐様、宝塚ロータリークラ
ブ、武庫川ロータリークラブの会長・幹事
様ようこそ。よろしくお願い致します。
◯細川　洋一　君
小山会長、栗田幹事、役員のみなさま、一
年よろしくお願いいたします。正木ガバ
ナー補佐様よろしくお願いします。
◯小山　一子　君
　ガバナー補佐 正木様、ご随行の堂山様、
宝塚RC会長小西様、幹事木野様、宝塚武庫
川RC会長隈下様、幹事石田様ようこそ。
　よろしくお願いいたします。入会予定者
作田様ごゆるりとおすごし下さいませ。
ホームクラブの皆様今期よろしくお願いい
たします。にこにこ！
◯前田　正明　君
一年間、会員の皆様ありがとうございまし
た。
◯大西　利哉　君
　昨年度はお世話になりました。ただい
ま、「ホッ」としています。
　今年度会長小山さん体調に気を付けて、
ゆっくりと航海してください。
◯阪上　栄樹　君
小山丸の出航を祝して!!　正木ガバナー補佐
様他ご出席の皆様をお迎えして。ニコニコ!!
◯田辺朱希美　君
小山丸の船出を心からお祝い申し上げま
す！今期、一年楽しい航海が続きますよう
に！ニコニコ

　　   本日合計　　　　　　￥91,000円
　　　本日までの累計　　　￥91,000円

（田中　哲三　記）

◆本日のソング
「君が代」「奉仕の理想」

田中　哲三　会員

◆出席報告

◆クラブゲスト
　第2680地区阪神第3グループガバナー補佐          
　　　　　正木　隆造　様（宝塚武庫川RC）
　　幹事　堂山　剛志　様（宝塚武庫川RC）
　宝塚RC会長　　　　小西　浩之　様
　　　　　幹事　　　　木野　達夫　様
　宝塚武庫川RC会長　隈下　繁良　様
　　　　　　　　幹事　石田　昌也　様
　作田　知子　様（入会予定者）

◆スポット
◯古川会員が日本テニス協会より功労賞を受
　けられました

◆幹事報告
・例会終了後理事役員会を行います

「理事・役員会議事録」
日　程　平成26年7月2日(水)
時　間　20時00分～
場　所　宝塚ホテル
出席者　小山・栗田・川添・古川・那須
　　　　田辺・阪上・蓮尾・草野・大西
内　容
○今期役員表の件
　今期ウェブサイト：今期は同じ委員が行う
（1つにするには細則変更が必要のため合併し
　ない）　　承認
○作田さん入会の件
　全員に案内をまわす　　承認
○堀会員の件　(出席免除)会員として残っても
　らう　　承認
○花火大会の件
　18：00～　池田会員の｢華｣にて例会
　会員／2,500　家族1名／5,000
　19：00～　花火見物
　会員・家族共／2,500　徴収する　　　承認
○制服の件　個人での購入とする（前年度は
　クラブからプレゼントしていた）　　承認



◆会員誕生日
　　９日　森信　静治　会員
　１７日　大門美智子　会員

◆奥様・ご主人様　誕生日
　　１日　小山　八郎　様
　１１日　草野　満理　様
　２５日　大西奈津子　様

◆ガバナー補佐就任のあいさつ
第2680地区阪神第3グループガバナー補佐          

正木　隆造　様（宝塚武庫川RC）

１．宝塚中RCの皆さん、今晩は。
   私は、以前は、貴クラブを、よくメーキャッ
プに利用させていただきました。メーキャッ
プでは大変居心地のよい思いをさせていただ
いたものでした。
　ホームクラブの会長をしてから、ホームク
ラブを休むわけにもいかないことが多くな
り、また、地区のメーキャップカードも貯ま
ることが多くなり、貴クラブにメーキャップ
に来る機会もなくなり、物足りない思いをし
ていました。
　このたび、ガバナー補佐のデビューを、貴
クラブから始めることになりました。このこ
とは、私には大変うれしいことです。
２．ロータリークラブは、会員数が減少して
います。そのことを真剣に受け止める必要が

あります。しかし、その解決策として好んで
語られるのは、女性会員の増加とか、Ｅクラ
ブの設立とかのことです。それらはそれで十
分に価値のあることで、私は何ら反対するも
のではありません。会員を増やす方法に制限
はないと思います。
３．しかしながら、私には、中年男性の会員
（40～50才）のことが片隅に追いやられてい
る感じがしています。少なくとも、現在の日
本では、ロータリーの中心になるべきなの
は、やはり中年の男性会員ではないでしょう
か。そういう思いがあります。その入会が少
なすぎる。私は、時代錯誤的だと言われよう
と、そこのところを再度強調したいと思って
います。中年男性がロータリーに魅力を感じ
なくて、ロータリーの真の会員増強はないと
思っています。
４．宝塚中ロータリークラブにおかれては、
女性会員の増加にこれだけ成功されているの
ですから、現在の人数では少なすぎるので
す。これに満足せずに、もっと男性の会員の
勧誘をしていただき、当阪神第3グループの中
心になっていただくようにお願い申し上げます。

５．ロータリーの主義・主張については、ガ
バナー公式訪問前のクラブ協議会の際に、お
話ししたいと思います。
６．IMは、平成27年2月7日午後に、宝塚ホテ
ルにて行う予定ですので、ご協力のほど、よ
ろしくお願い申し上げます。講演会形式では
なく、ロータリアンの皆さんにアンケートを
とって、その発表会という形にしたいと思っ
ています。アンケートにもご協力のほど、よ
ろしくお願い申し上げます。
７．最後に、名刺代わりのA4の紙を配っても
らっています。
　ホームクラブで3年前に卓話をしたときの材
料です。
　有名な決議23－34の、最も有名な部分のコ
ピーです。
　日本文を読みます。
　読んで理解できますか。日本語が頭に入っ
てきません。問題は、この棒線部分です。こ
こに「矛盾」とありますが、何と何との矛盾
か分かりますか。「利己的な欲求と」「義務
…」のところで切れているのか、「義務およ
び」「これに伴う…」のところで切れている
のかの問題です。
　言葉を変えれば、ここの「義務」とは何かです。
　英文をご覧下さい。
　これを見れば一目瞭然です。義務は、「to 
serve others」という義務です。公式日本文で
は、「義務」が何の義務かが全く訳せていま
せん。
  さらに、付言すれば、私は、この義務が、そ
れを続けて行くうちに、結果として、やりた
いという衝動になるという部分が好きです。
これこそがロータリーの奉仕の神髄だと思っ
ています。
　以上、参考になれば幸いです。
　今年1年間、よろしくお願いします。

◆宝塚RC会長　小西　浩之　様よりご挨拶が
ありました。

メイキャップ出席免除者会員数 算　定 本　日 出席率

前々回
6月18日

本　日 30

29

1

1

29

28

25

21 3 

86.21

85.71

ホームページ
http://www.tknakarc.com

事務所 FAX番号　0797ー83ー1110
事務所 Eーメール　tknaka＠tknakarc.com

ひとくち

スマートフォンが手放せないというのは
世界的な兆候のようです。米国のスマホ
ユーザーの7割以上が「1日中手に届く範
囲にないと落ち着かない」と認めただけ
でなく、「友達よりもスマホのほうが大
切、親友と1週間顔を合わせなくてもよ
い」と回答した女性が2割近くもいたと
いうことです。使い方を考えないと「心
ここにあらず」（集中できない）になり
ますね。

◆ご挨拶
宝塚武庫川RC　　　　　     
　会長　隈下　繁良　様

　宝塚中ロータリークラブの会員の皆様　こ
んばんは。私は2014－2015年度の宝塚武庫川
ロータリークラブの会長の隈下でございま
す。幹事の石田と本日は新年度のご挨拶に参
上いたしました。
　2013－2014年度は、大室ガバナーの活動を
支えていただきありがとうございました。ま
た5月に開催しました35周年記念祝典にも多数
ご参加いただき感謝しております。新年度
は、また普通のロータリークラブに戻って活
動してまいります。私共のクラブ運営方針と
しましては、「前例がないことを前例がない
からやりましょう」をモットーに、新しいア
イデアをとにかく実行し、ダメならダメで変
更していく勇気をもって一年間やっていく所
存でございます。
　宝塚三クラブ合同例会につきましては、事
前に私から貴クラブ会長の小山様と宝塚ロー
タリークラブ会長の小西様に合同例会の参加
会員が少ないこともあり、いったん中止し何
かほかのやり方で三クラブの集まりを企画し
ませんかと持ち掛けました。それぞれのクラ
ブでご協議いただき　最終的にご了解をいた
だきました。結果としまして　2015年4月4日
㈯18時～19時に親睦の合同例会を開催する運
びとなりました。まだ内容については具体的
には決まっておりませんので　いいアイデア
ありましたら各クラブの幹事までご助言いた
だけますでしょうか。
　また2月にはホストクラブとしてIMの開催を
予定いたしております。
　最後に、宝塚三クラブの交流を深めるため
にも、ぜひメーキャップは宝塚三クラブでお
願いいたします。今年も仲良くお願いいたし
ます。

会長｠小山　一子

　皆様今晩は
　今夜は22期初例会第1010回目でございます。
　早速のお客様、
　　RI2680地区　阪神第三グループ
　　ガバナー補佐　正木隆造　様
　　幹　事　　　　堂山剛志　様
今期ご指導よろしくお願い致します。
　　宝塚RC　会長　小西浩之　様
　　　　　　　幹事　木野達夫　様
　　宝塚武庫川RC　会長　隈下繁良　様
　　　　　　　　　　幹事　石田昌也　様
　　入会予定者　作田知子　様　
どうぞよろしく、ごゆるりとお過ごし下さい
ませ。
　今夜は今期初例会のため行事が多く、会長
の時間は簡単にさせて頂き、後ほど「会長運
営方針」にて少し詳しくお話させて頂く予定
でございます。
　前年度大西会長は、一回り以上もお若く、
ロータリーについて毎回詳しくお話下さいま
したが、私はPCが不慣れなため、直ぐに目が
痛くなり、吐き気までいたしますため、同じ
ことは出来かね、大西会長年度の会報はこの
ように大切に取り置き、活用させて頂く予定
です。
 私は「ちょっとお耳を！」と題して、お話さ
せて頂きます。
　早速本日は「ご縁について」
　人のご縁は不思議なもので、その中でも5個
の（しんえん）。「神（仏）縁」・「深　
縁」・「真　縁」・「心　縁」・一番大切な
「新　縁」を大切にして生きたいと思ってい
ます。
　人生は、いつどなたとご縁があるかが、大
いに関心あるところでございます。本日の
「新しい縁＝新　縁」お互いに喜び感謝しよ
うではござい
ませんか。
　もう一つは「E：笑顔　H：拍手　A：握手」
自他を勇気づけ、ツキを呼び込み、健幸で幸

福な人生をお約束いたします。
　一年間　どうぞよろしくお願い致します。

◆クラブ運営方針（2014－2015年）
会長　小山　一子

　今から14年前、1999－2000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、「甘えを捨てもう一度
しっかりロータリーを学びなさい」、と言う
創始者ポール・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。
　初めてのことと、高齢であることなど緊張
感は多大でありますが、「良い緊張は心のス
パイス」とお聞きしましたので、不束ではご
ざいますが、精一杯務めさせて頂きたいと
思っていますので、パスト会長の皆様、メン
バーの皆様ご指導ご鞭撻をよろしくお願い致
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」
　一人一人が委員会その他で協力し、能力を
発揮すると、自ずから光ります。毎例会場が
明るく輝いていることを期待いたします。
★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」
　皆様のご希望、ご意見お寄せ下さい。
★クラブモットー「基本を大切に、明るく・
楽しく・元気よく！」
　歴代会長様には「俺についてこい！」
（トップダウン型）のお方も多々いらっしゃ
いましたが、私はボトムアップ（ある程度は
決めておくことがありますが）、皆様の「ご
意　見＝異　見」を頂戴しながら進めて参り
たく思っています。
　　毎例会＜Ｅ（笑顔）・Ｈ（拍手）
　　　　　　・Ａ（握手）＞　始まります
★新入会員増強目標4名。
　皆様方のお蔭様で、前年度2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。
　皆様「ロータリーは楽しいよ～、有意義で
すよ～、　素晴らしい紳士・淑女に出逢えま
すよ～」と言うPRよろしくお願い致します。
　　　　　　＜乞う　広報委員会・会員増強
　　　　　　　　　　委員会活動のご協力＞
★会長の時間について
　前年度の大西利哉会長は「ロータリーにつ

いて」毎例会懇切丁寧にお話下さいました。
そのため重複は避けたいと思っています。し
かし、貴重な文献、常に座右に置き充分に参
考にし、活用させて頂きたいと思っていま
す。（皆様も前年度の会報大切にお取り置き
下さりご参考になさって下さい）今期は
「ちょっとお耳を拝借」と題し「あっそうな
んだ！」「へ～そうなんだ！」と言うことを
お話させて頂く予定です。
★セミナー出席者は、次例会時の「スポッ
ト」にて、簡潔な報告をお願い致します。
（参加者への労いの拍手の意味も込めて）
★出席率のアップ
　「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、その他の会合にも積極的に
出席を。
　　・地区大会　2015年2月28日㈯
　　　　　　　　　　　3月1日㈰
　　・Ｉ・Ｍ　　2015年2月7日㈯
★プロバスクラブへの協力
　合同例会、会員増強協力
★「ロータリーの友」の活用

☆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　
阪上栄樹会員と前年度幹事　前田正明会員が
万全を期して下さっています。

★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、
メンバーの皆様のご協力を切にお願いいたし
ておきます。

★E（笑顔）・H（拍手）・A（握手）でお開    
きに致しましょう！よろしくお願い致しま
す。　感謝！　　

○堂山　剛志　様（ガバナー補佐随行者）
　皆様こんばんわ。本日は、お世話になり
ます。よろしくお願いいたします。
◯小西　浩之　様（宝塚RC）
　木野　達夫　様（宝塚RC）
　本日はお世話になります。今年一年、よろ
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　しくお願いします。
◯隈下　繁良　様（宝塚武庫川RC）
　一年間、仲良くお付き合いの程、よろし
くお願いします。
◯石田　昌也　様（宝塚武庫川RC）
月初の慌ただしい時にお邪魔いたします。
1年間よろしく、お付き合いくださいませ。
◯蓮尾　春輝　君
今日からいよいよ小山丸の船出ですね。正
木ガバナー補佐様、宝塚ロータリークラ
ブ、武庫川ロータリークラブの会長・幹事
様ようこそ。よろしくお願い致します。
◯細川　洋一　君
小山会長、栗田幹事、役員のみなさま、一
年よろしくお願いいたします。正木ガバ
ナー補佐様よろしくお願いします。
◯小山　一子　君
　ガバナー補佐 正木様、ご随行の堂山様、
宝塚RC会長小西様、幹事木野様、宝塚武庫
川RC会長隈下様、幹事石田様ようこそ。
　よろしくお願いいたします。入会予定者
作田様ごゆるりとおすごし下さいませ。
ホームクラブの皆様今期よろしくお願いい
たします。にこにこ！
◯前田　正明　君
一年間、会員の皆様ありがとうございまし
た。
◯大西　利哉　君
　昨年度はお世話になりました。ただい
ま、「ホッ」としています。
　今年度会長小山さん体調に気を付けて、
ゆっくりと航海してください。
◯阪上　栄樹　君
小山丸の出航を祝して!!　正木ガバナー補佐
様他ご出席の皆様をお迎えして。ニコニコ!!
◯田辺朱希美　君
小山丸の船出を心からお祝い申し上げま
す！今期、一年楽しい航海が続きますよう
に！ニコニコ

　　   本日合計　　　　　　￥91,000円
　　　本日までの累計　　　￥91,000円

（田中　哲三　記）

◆本日のソング
「君が代」「奉仕の理想」

田中　哲三　会員

◆出席報告

◆クラブゲスト
　第2680地区阪神第3グループガバナー補佐          
　　　　　正木　隆造　様（宝塚武庫川RC）
　　幹事　堂山　剛志　様（宝塚武庫川RC）
　宝塚RC会長　　　　小西　浩之　様
　　　　　幹事　　　　木野　達夫　様
　宝塚武庫川RC会長　隈下　繁良　様
　　　　　　　　幹事　石田　昌也　様
　作田　知子　様（入会予定者）

◆スポット
◯古川会員が日本テニス協会より功労賞を受
　けられました

◆幹事報告
・例会終了後理事役員会を行います

「理事・役員会議事録」
日　程　平成26年7月2日(水)
時　間　20時00分～
場　所　宝塚ホテル
出席者　小山・栗田・川添・古川・那須
　　　　田辺・阪上・蓮尾・草野・大西
内　容
○今期役員表の件
　今期ウェブサイト：今期は同じ委員が行う
（1つにするには細則変更が必要のため合併し
　ない）　　承認
○作田さん入会の件
　全員に案内をまわす　　承認
○堀会員の件　(出席免除)会員として残っても
　らう　　承認
○花火大会の件
　18：00～　池田会員の｢華｣にて例会
　会員／2,500　家族1名／5,000
　19：00～　花火見物
　会員・家族共／2,500　徴収する　　　承認
○制服の件　個人での購入とする（前年度は
　クラブからプレゼントしていた）　　承認

▲前大西会長、前田幹事お疲れさまでした。


