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皆様今晩は

本日はＲＩ2680地区ガバナー「滝沢功治様」
ご随行「門田敬造様」をお迎え致しておりま
す。開始前に、滝澤ガバナーより、懇切寧寧
なご指導を頂戴致しました。今後のクラブ運
営に大いに参考にさせて頂きたく存じおりま
す。滝沢ガバナーありがとうございました。
又後ほどｽﾋﾟｰﾁを頂きます。よろしくお願い致
します。

★それでは今夜は「笑顔創りエクササイズ」
を行います。座ったままでどうぞ。
1）両手首を目の高さでぶらぶらします。
2）耳・耳たぶの刺激を行い温めます。
3）「い」のつく言葉で手の甲で顎からさすり
上げます。「楽しい～！」「嬉しい～！」
「素晴らしい～！」「有難い～！」「美味し
～い！」「ラッキー！」「ハッピー！」…
4）3本の指で「笑筋」をぐ～っと3回押して終
わります。
温かい笑顔で「健幸」を引き寄せて下さい。

★9月20（土）5時から、当ホテルにて「古川
彰治会員」が「日本テニス協会功労賞」受賞
祝賀会に多数のメンバーと共に出席して参り
ました。総勢240名と言う大盛会となりました
こと、ご報告致しておきます。おめでとうご
ざいました。前年度には、「草野　旦」会員
が、宝塚歌劇の「殿堂入り」を果たされ、奥
様とご一緒にお出まし頂きお祝いを申し上げ

ました。お二方のご努力の賜物と心からお祝
い申し上げます。

★正木ガバナー補佐訪問日の件にて本日「ガ
バナー公式訪問日」にお伝えしたこと
1）長期計画委員会より、例年「健康につい
て」の講演を続けているが、今期は3月頃を予
定していること。
2）＜スポーツイベント「スポーツ百貨店」開
催に関する協力依頼＞の詳細が有ります。職
業奉仕・公共イメージ委員会などと協力し広
報活動を行い、どちらもロータリーデーと
し、地域にアピールすること
3）「何か新しいことをしよう」には
・座席をくじ引きで決め、新しい気分で
・毎例会、ソング・出席報告を女性会員が担
当している
・発会以来初めて「道後温泉」に一泊バス旅
行を行い親睦を深めたこと、など
4）今期「出席率の向上」をあげています。誰
しも例会欠席は仕方がないこともあります
が、その場合は前後2週間あるメーキャップを
是非行って下さい。
＊メーキャップの参考にと栗田幹事が「近隣
クラブの会場・時間」を作成し配布して下さ
っていますので、座右におき活用なさって下
さい。

★Ｅ「笑顔」・Ｈ「拍手」・Ａ「握手」で
「明るく・楽しく・元気よく！」よろしくお
願い致します。
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第2680地区 宝塚中ロータリークラブ
■ガバナー公式訪問
　　　　　　滝澤功治ガバナー（神戸須磨）

　

　今年度のＲＩのGary C.K. Huang会長のテー
マは、「LIGHT UP ROTARY！」「ロータリ
ーに輝きを！」です。会長は、このテーマに
ついて、「貧困や飢餓などの世界中の暗闇に
ロータリーの光を当てよう。」と話されまし
た。会長はこのように、LIGHT UPという言葉
を暗闇に光を当てるという意味で使用されて
いますが、その意味は人道的奉仕活動を推進
しようというように理解できます。
私がそのように理解するのは、国際ロータリ
ーが現在、最も重点、重心を置いている活動
がこの「人道的奉仕活動」であるように思わ
れるからです。すなわち、国際ロータリー
は、２０１０年に、ロータリーが現在どうい
う状況にあり、今後どの方向に、どのように
進むのかを明確にするために、「戦略計画」
を策定しました。「戦略計画」は「３つの優
先項目」と「中核的価値観」で構成されてい
ます。「３つの優先項目」というのは「クラ
ブのサポートと強化」、「人道的奉仕の重点
化と増加」及び「公共イメージと認知度の向
上」です。ちょうど国際ロータリーが「戦略
計画」を策定するのと歩調を合わせて、ロー
タリー財団は「未来の夢計画」を策定し、前
年度から、全世界で実施しました。この「未
来の夢計画」は６つの重点分野を掲げていま
すが、疾病予防、水と衛生設備というように
人道的奉仕活動を中心に据えています。これ
らの一連の流れからすると、国際ロータリー
の活動は、全体として明らかに人道的奉仕活
動に最も重心を置いていることは明らかだと
思います。
確かに人道的奉仕活動は重要であり、大切な
奉仕活動です。しかし私たちロータリーが人
道的奉仕活動を行うとしても、私たちは、ロ
ータリーがロータリーであるがゆえに、参加
し、その一員になっているのではないでしょ
うか。
あらためて「戦略計画」を見ると、そこには

ロータリー創立以来の不変のロータリアンの
精神的基盤として、５つの中核的価値観、す
なわち親睦、高潔性、多様性、奉仕、リーダ
ーシップが掲げられています。この中で、
「高潔性」がロータリーにおいて最も重要視
されるべき価値観であることは、「ロータリ
ーの目的」（旧「ロータリーの綱領」）や、
ロータリアンの行動準則として定められてい
る「ロータリーの行動規範」の規定からも明
らかです。「高潔性」はロータリーの価値観
を最もよく表し、ロータリーをロータリーた
らしめる所以のものであり、これこそ職業奉
仕の理念に相違ありません。
私たちは、先ずは職業奉仕の理念を学んで自
分の人格を磨き、私たちのロータリーを明る
く光輝くものにした上で、世界中の暗闇に光
を当てる努力をしなくてはならないと思いま
す。
私は今年度、ガバナーとしての基本的な行動
方針として、“TRY  SOMETHING  NEW!”
（何か新しいことをしよう！）と訴えていま
す。前年度と同じことを繰り返していては、
私たちのロータリーは輝きを失ってしまいま
す。何か新しいことを考え、実行してくださ
い。イベントの実行であれば言うことなしで
すが、例えば例会の段取り一つでも、みんな
で知恵を出し合い、やってみましょう。みん
なで議論すれば、そこに集中力も生まれ、活
力も生まれてきます。何か新しいことをする
ことを、クラブの活性化のきっかけにしてく
ださい。
今年度の地区運営については、私は研修制度
の充実を特に強く訴えています。委員会の枠
を越えて、奉仕活動全般の合同セミナーを地
区内数カ所で開催します。是非ともロータリ
ー入会後年数がたっていない会員に参加して
いただきたいと思います。
また、今後地区大会や国際大会、さらには今
年度国際ロータリーが提唱している「ロータ
リーデー」の開催等で、貴クラブの皆さまに
は格別のご協力をお願いすることになろうと
思います。どうぞよろしくお願いいたしま
す。

○古川　彰治　君
ガバナーご一行様をお迎えしてニコニコ。
先日のパーティーでは皆様大変お世話にな
り、有難うございました。

○蓮尾　春輝　君
本日は、滝澤ガバナー、随行の内田様をお迎

えして。

○小山　一子　君
M2680地区ガバナー滝澤功治様、ご随行の門田
敬造様、ようこそ。本日は、ご指導ありがと
うございます。今後とも宜しくお願い致しま
す。にこにこ！

○阪上　栄樹　君
滝澤ガバナー様そしてご随行の門田様本日は
宜しくお願いします。古川様先日は楽しい会
でしたね！！

○田辺　朱希美　君
本日はガバナー滝澤様、門田様お世話になり
ます。ご指導宜しくお願い致します。ニコニ
コ

　　　   本日合計　　　　　　￥32,000円
　　　本日までの累計　　　　￥309,000円

◆本日のソング
「Be a Rotarian」

草野　旦　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          
　　　　　　滝澤　功治　様（神戸須磨RC）
　　　随行　門田　敬造　様（神戸須磨RC）

◆幹事報告
①ロータリー財団セミナー　10/12（日）
　神戸学院大　ポーアイキャンパス　
　12：30受付　13：00～16：30
②奉仕活動合同セミナー
　1.豊岡　11/3 （日）12：30～
　2.明石　11/9 （日）12：30～
　3.洲本　11/16（日）12：30～
義務者　会長・幹事　会長エレクト　
ロータリー財団（草野）国際奉仕（細川）　
社会奉仕（馬場）　青少年奉仕（野本）
③2016～2017　ガバナーノミニーについて
　　　　尼崎中RC　室津義定様

④9/21　増強・拡大/研修合同セミナーが神戸
商工会議所でありました。私が行ってきまし
た。またの機会にお話しします。
　

会長の時間
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④9/21　増強・拡大/研修合同セミナーが神戸
商工会議所でありました。私が行ってきまし
た。またの機会にお話しします。
　



皆様今晩は

本日はＲＩ2680地区ガバナー「滝沢功治様」
ご随行「門田敬造様」をお迎え致しておりま
す。開始前に、滝澤ガバナーより、懇切寧寧
なご指導を頂戴致しました。今後のクラブ運
営に大いに参考にさせて頂きたく存じおりま
す。滝沢ガバナーありがとうございました。
又後ほどｽﾋﾟｰﾁを頂きます。よろしくお願い致
します。

★それでは今夜は「笑顔創りエクササイズ」
を行います。座ったままでどうぞ。
1）両手首を目の高さでぶらぶらします。
2）耳・耳たぶの刺激を行い温めます。
3）「い」のつく言葉で手の甲で顎からさすり
上げます。「楽しい～！」「嬉しい～！」
「素晴らしい～！」「有難い～！」「美味し
～い！」「ラッキー！」「ハッピー！」…
4）3本の指で「笑筋」をぐ～っと3回押して終
わります。
温かい笑顔で「健幸」を引き寄せて下さい。

★9月20（土）5時から、当ホテルにて「古川
彰治会員」が「日本テニス協会功労賞」受賞
祝賀会に多数のメンバーと共に出席して参り
ました。総勢240名と言う大盛会となりました
こと、ご報告致しておきます。おめでとうご
ざいました。前年度には、「草野　旦」会員
が、宝塚歌劇の「殿堂入り」を果たされ、奥
様とご一緒にお出まし頂きお祝いを申し上げ

ました。お二方のご努力の賜物と心からお祝
い申し上げます。

★正木ガバナー補佐訪問日の件にて本日「ガ
バナー公式訪問日」にお伝えしたこと
1）長期計画委員会より、例年「健康につい
て」の講演を続けているが、今期は3月頃を予
定していること。
2）＜スポーツイベント「スポーツ百貨店」開
催に関する協力依頼＞の詳細が有ります。職
業奉仕・公共イメージ委員会などと協力し広
報活動を行い、どちらもロータリーデーと
し、地域にアピールすること
3）「何か新しいことをしよう」には
・座席をくじ引きで決め、新しい気分で
・毎例会、ソング・出席報告を女性会員が担
当している
・発会以来初めて「道後温泉」に一泊バス旅
行を行い親睦を深めたこと、など
4）今期「出席率の向上」をあげています。誰
しも例会欠席は仕方がないこともあります
が、その場合は前後2週間あるメーキャップを
是非行って下さい。
＊メーキャップの参考にと栗田幹事が「近隣
クラブの会場・時間」を作成し配布して下さ
っていますので、座右におき活用なさって下
さい。

★Ｅ「笑顔」・Ｈ「拍手」・Ａ「握手」で
「明るく・楽しく・元気よく！」よろしくお
願い致します。

■ガバナー公式訪問
　　　　　　滝澤功治ガバナー（神戸須磨）

　

　今年度のＲＩのGary C.K. Huang会長のテー
マは、「LIGHT UP ROTARY！」「ロータリ
ーに輝きを！」です。会長は、このテーマに
ついて、「貧困や飢餓などの世界中の暗闇に
ロータリーの光を当てよう。」と話されまし
た。会長はこのように、LIGHT UPという言葉
を暗闇に光を当てるという意味で使用されて
いますが、その意味は人道的奉仕活動を推進
しようというように理解できます。
私がそのように理解するのは、国際ロータリ
ーが現在、最も重点、重心を置いている活動
がこの「人道的奉仕活動」であるように思わ
れるからです。すなわち、国際ロータリー
は、２０１０年に、ロータリーが現在どうい
う状況にあり、今後どの方向に、どのように
進むのかを明確にするために、「戦略計画」
を策定しました。「戦略計画」は「３つの優
先項目」と「中核的価値観」で構成されてい
ます。「３つの優先項目」というのは「クラ
ブのサポートと強化」、「人道的奉仕の重点
化と増加」及び「公共イメージと認知度の向
上」です。ちょうど国際ロータリーが「戦略
計画」を策定するのと歩調を合わせて、ロー
タリー財団は「未来の夢計画」を策定し、前
年度から、全世界で実施しました。この「未
来の夢計画」は６つの重点分野を掲げていま
すが、疾病予防、水と衛生設備というように
人道的奉仕活動を中心に据えています。これ
らの一連の流れからすると、国際ロータリー
の活動は、全体として明らかに人道的奉仕活
動に最も重心を置いていることは明らかだと
思います。
確かに人道的奉仕活動は重要であり、大切な
奉仕活動です。しかし私たちロータリーが人
道的奉仕活動を行うとしても、私たちは、ロ
ータリーがロータリーであるがゆえに、参加
し、その一員になっているのではないでしょ
うか。
あらためて「戦略計画」を見ると、そこには
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ひとくち

2016年4月にも実施される電力小売りの
全面自由化を境にエネルギー産業の勢力
図が一変しそうです。
東京電力など大手が独占してきた地域の
垣根が崩れ、ガスや通信など異業種が電
力事業に参入できるようになります。
1951年以降に形成された電力10社体制の
岩盤が揺らぐ「電力ビッグバン」に注目
ですね。

ロータリー創立以来の不変のロータリアンの
精神的基盤として、５つの中核的価値観、す
なわち親睦、高潔性、多様性、奉仕、リーダ
ーシップが掲げられています。この中で、
「高潔性」がロータリーにおいて最も重要視
されるべき価値観であることは、「ロータリ
ーの目的」（旧「ロータリーの綱領」）や、
ロータリアンの行動準則として定められてい
る「ロータリーの行動規範」の規定からも明
らかです。「高潔性」はロータリーの価値観
を最もよく表し、ロータリーをロータリーた
らしめる所以のものであり、これこそ職業奉
仕の理念に相違ありません。
私たちは、先ずは職業奉仕の理念を学んで自
分の人格を磨き、私たちのロータリーを明る
く光輝くものにした上で、世界中の暗闇に光
を当てる努力をしなくてはならないと思いま
す。
私は今年度、ガバナーとしての基本的な行動
方針として、“TRY  SOMETHING  NEW!”
（何か新しいことをしよう！）と訴えていま
す。前年度と同じことを繰り返していては、
私たちのロータリーは輝きを失ってしまいま
す。何か新しいことを考え、実行してくださ
い。イベントの実行であれば言うことなしで
すが、例えば例会の段取り一つでも、みんな
で知恵を出し合い、やってみましょう。みん
なで議論すれば、そこに集中力も生まれ、活
力も生まれてきます。何か新しいことをする
ことを、クラブの活性化のきっかけにしてく
ださい。
今年度の地区運営については、私は研修制度
の充実を特に強く訴えています。委員会の枠
を越えて、奉仕活動全般の合同セミナーを地
区内数カ所で開催します。是非ともロータリ
ー入会後年数がたっていない会員に参加して
いただきたいと思います。
また、今後地区大会や国際大会、さらには今
年度国際ロータリーが提唱している「ロータ
リーデー」の開催等で、貴クラブの皆さまに
は格別のご協力をお願いすることになろうと
思います。どうぞよろしくお願いいたしま
す。

○古川　彰治　君
ガバナーご一行様をお迎えしてニコニコ。
先日のパーティーでは皆様大変お世話にな
り、有難うございました。

○蓮尾　春輝　君
本日は、滝澤ガバナー、随行の内田様をお迎

えして。

○小山　一子　君
M2680地区ガバナー滝澤功治様、ご随行の門田
敬造様、ようこそ。本日は、ご指導ありがと
うございます。今後とも宜しくお願い致しま
す。にこにこ！

○阪上　栄樹　君
滝澤ガバナー様そしてご随行の門田様本日は
宜しくお願いします。古川様先日は楽しい会
でしたね！！

○田辺　朱希美　君
本日はガバナー滝澤様、門田様お世話になり
ます。ご指導宜しくお願い致します。ニコニ
コ

　　　   本日合計　　　　　　￥32,000円
　　　本日までの累計　　　　￥309,000円

◆本日のソング
「Be a Rotarian」

草野　旦　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          
　　　　　　滝澤　功治　様（神戸須磨RC）
　　　随行　門田　敬造　様（神戸須磨RC）

◆幹事報告
①ロータリー財団セミナー　10/12（日）
　神戸学院大　ポーアイキャンパス　
　12：30受付　13：00～16：30
②奉仕活動合同セミナー
　1.豊岡　11/3 （日）12：30～
　2.明石　11/9 （日）12：30～
　3.洲本　11/16（日）12：30～
義務者　会長・幹事　会長エレクト　
ロータリー財団（草野）国際奉仕（細川）　
社会奉仕（馬場）　青少年奉仕（野本）
③2016～2017　ガバナーノミニーについて
　　　　尼崎中RC　室津義定様

④9/21　増強・拡大/研修合同セミナーが神戸
商工会議所でありました。私が行ってきまし
た。またの機会にお話しします。
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