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会長｠小山　一子
　皆様今晩は
　今夜は22期第1011回目でございます。（1が
一杯並んだ、とても縁起の良い日でございます）
　本日のお客様、柏原RC会長「冨田博重」
様、　幹事「柳川拓三」様
　懐かしい故郷の地より、遠路のお出ましあ
りがとうございます。11日㈮には私会長と栗
田幹事がお邪魔しますので、その節にはどう
ぞよろしくお願い致します。
　どうぞ、ごゆるりとお過ごし下さいませ。
　さて、前回は今期初例会のため、不束で不
慣れな会長は重圧に押しつぶされそうになる
ほど緊張致しておりましたが、ミーティング
を済ませて、会場に降りて参りましたら、正
木ガバナー補佐はじめ各クラブ会長・幹事様
も早々にお出まし下さっており、普段欠席が
ちであったメンバーも含めて、担当委員長の
もと、各人真剣に準備に当って下さっていま
した。
　「あ～有難い！」と思ったとたんに肩の力
がスト～ンと抜け「よっしゃ、何とか成
る！」と勇気百倍でございました。
　本日のお客様の前での自画自賛、お聞き苦
しいかも解りませんが、「おばばのたわご
と」とお聞き流し下さいませ。

「ちょっとお耳を！」
　本日は「マザー・テレサのことば」でござ
います。

【　思考に気をつけなさい、
　　　　　　　それは言葉になるから
　　言葉に気をつけなさい、
　　　　　　　それは行動になるから
　　行動に気を付けなさい、
　　　　　　　それは習慣になるから
　　習慣に気をつけなさい、
　　　　　　　それは性格になるから
　　性格に気をつけなさい、
　　　　　　　それは運命になるから　】
と仰っています。ひと言ひと言が心に染み入
るようでございます。事あるごとに味わって
みて下されば幸いです。

もう一つは「Ｅ：笑顔　Ｈ：拍手　Ａ：握手」

　本日もよろしくお願い致します。

役員挨拶（副会長、幹事、SAA、会計）
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◆幹事挨拶
　あらためて、よろしくお願いいたします。
　今年度、会長を補佐するだけでなく、楽し
い例会、楽しい親睦をクラブ予算を使わずに
やっていくことを目指します。

◆副会長・クラブ管理運営委員長　那須　範満
　今年度、副会長とクラブ管理運営委員会の
委員長を務めさせていただくことになりました。
　長い間のブランクがあり、ロータリーにつ
いてはまだまだ勉強不足です。皆さんご指導
の程　よろしくお願い致します。
　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です。
　親睦、会報、例会、運営などの委員会と連
携して、楽しいクラブ運営を目指していきた
いと思います。
　また、小山会長には体調管理をしっかりし
ていただいて、副会長としての出番ができる
だけないことを願っています。

○冨田　博重　様　（柏原RC会長）
　本日はお世話になります。
　一年間どうぞよろしくご指導お願いいた
します。
○柳川　拓三　様　（柏原RC幹事）
　本日はお世話になります。
　今後親しくお付き合い下さいますようお
願い申し上げます。
○古川　彰治　君
　①柏原RC会長幹事様ようこそ。
　②小山丸一年間頑張って下さい。
　③私事のパーティー皆様よろしく。
　④会費未納の方早めに入金よろしく。
○川添　裕照　君
　小山丸の出航を祝して。
　無事に帰港できますよう安全運航をお祈
りいたします。
○小山　一子　君
　柏原ロータリークラブ会長富田博重様、
幹事拓三様ようこそ。
　どうぞごゆるりとお過ごし下さいませ。
皆様よろしくお願いいたします。にこに
こ！　
○中村　敏治　君
　　小山丸の航海の無事を願って。

◆本日のソング
「四つのテスト」

草野　　旦　会員

◆出席報告

◆クラブゲスト
　冨田　博重　様（柏原RC会長）
　柳川　拓三　様（柏原RC幹事）

◆スポット
◯社会奉仕委員会報告

【地域問題小委員会】   
・地区補助金（奉仕プロジェクト）申請18件
　採用15件（不採用2件、辞退1件） 　
　篠山RC：篠山歴史文化　子供ガイド養成講
　座
　柏原RC：丹波で暮らす外国人との国際交流
　プロジェクト
　宝塚武庫川RC：トーゴ共和国への図書寄贈
　による読書神鋼プロジェクト  
・地区補助金（奨学金）西宮夙川RC…オース
　トラリア／クィーンズランド大学  
　国内遊学　10名募集中  
・臨時対応　2件（少年フットサル大会（ロー
　タリーカップ）・両親のいない子供達に未
　来を） 
・奉仕活動のアンケート　今年度も実施する 
      

【教育問題小委員会】   
・第17回LD理解のための基礎と実践講座 
 （H27.1.24㈯神戸芸術センター） 
　“発達障害のある人の就労を支えるため　
　　に”　ゲスト：品川　裕香氏 
・LD講演会は8回開催予定   

【プロバス小委員会】   
・新たなプロバスクラブ立上げ準備のための
　準備      
    
滝澤ガバナー講評
・今年度は奉仕3委員会（社会・職業・国際）合
　同セミナーとして、3地区（豊岡・明石・洲　
　本）で開催     
　参加者が偏らないように、或は地理的ハンディ
　で参加が困難なメンバーへの対応 
・1～2年内に新しいプロバスクラブを立上げる。 
　都合が付けばガバナーとして県大会に参加する
　予定である。    
・地区財政が厳しいので、費用節減に協力をお願
　いする（分科会開催会場は公共施設利用とか） 
     
◆幹事報告
・花火大会
　本日出欠のアンケートを廻しております。
　先週の理事会で食事・会員2500円、家族他
　5000円、花火・会員2500円と決まりまし　
　た。
・作田知子さんの入会希望届が出ましたの　
　で、皆様におまわしします。
　一週間以内に意見のある人は幹事まで御連
　絡下さい。
・来週は各委員長の活動を1～2分で発表願い
　ます。

プログラム

会長の時間
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・地区補助金（奨学金）西宮夙川RC…オース
　トラリア／クィーンズランド大学  
　国内遊学　10名募集中  
・臨時対応　2件（少年フットサル大会（ロー
　タリーカップ）・両親のいない子供達に未
　来を） 
・奉仕活動のアンケート　今年度も実施する 
      

【教育問題小委員会】   
・第17回LD理解のための基礎と実践講座 
 （H27.1.24㈯神戸芸術センター） 
　“発達障害のある人の就労を支えるため　
　　に”　ゲスト：品川　裕香氏 
・LD講演会は8回開催予定   

【プロバス小委員会】   
・新たなプロバスクラブ立上げ準備のための
　準備      
    
滝澤ガバナー講評
・今年度は奉仕3委員会（社会・職業・国際）合
　同セミナーとして、3地区（豊岡・明石・洲　
　本）で開催     
　参加者が偏らないように、或は地理的ハンディ
　で参加が困難なメンバーへの対応 
・1～2年内に新しいプロバスクラブを立上げる。 
　都合が付けばガバナーとして県大会に参加する
　予定である。    
・地区財政が厳しいので、費用節減に協力をお願
　いする（分科会開催会場は公共施設利用とか） 
     
◆幹事報告
・花火大会
　本日出欠のアンケートを廻しております。
　先週の理事会で食事・会員2500円、家族他
　5000円、花火・会員2500円と決まりまし　
　た。
・作田知子さんの入会希望届が出ましたの　
　で、皆様におまわしします。
　一週間以内に意見のある人は幹事まで御連
　絡下さい。
・来週は各委員長の活動を1～2分で発表願い
　ます。
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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

通信教育、出版などの事業を行なうベ
ネッセからの個人情報流出が話題になっ
ていますが、インターネット通販大手の
楽天では利用者の情報を一件10円でグ
ループ内に”提供”しているそうです。
「個人情報保護方針に沿ったかたちで、
正当な理由と判断された場合は提供する
こともある」と規約にあるようですが、
大いに問題を感じますね。

▲7月の会員、奥様・ご主人様誕生日・結婚記念日を
　お祝いしました


