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　　　　　　　　　　　会　長　小山　一子

皆様今晩は
　今夜のお客様、ガバナー補佐「正木隆造
様」ようこそ。今期のご指導に感謝致してお
ります。後ほどご挨拶よろしくお願い致しま
す。今夜は会務報告がございますので、ご紹
介のみとさせて頂きます。

■年度末会務報告
　今期不束ながら会長を務めさせて頂きまし
た小山一子でございます。
　逃げまくっていた私に、「今期は大した行
事は何もないから、引き受けるのには最適
…」と口々に仰って下さり、渋々年貢を納め
皆様の友情を信じてお引き受けいたしました
が、あにはからんや！　思いがけなく降って
わいたような数々の行事あれこれ。「逃げも
隠れもしないぞ～何とかなるわい！」と腹を
くくり、「♪　時の流れに身を任せか～♪」
と、皆様の温かく絶大なるご協力のお蔭と陽
転思考で乗り切って参りました。
　今期も最終月を迎え、今夜は早くも会務報
告日となりました。色々お目だるき点多々あ
ったと思いますが、ご無理を承知でお引き受
け下さいました栗田幹事・阪上・前田副幹
事。那須副会長、川添ＳＡＡ，木本・山本副
ＳＡＡ．各役員、理事、委員長、メンバーの
皆様のお蔭にて無事本日を迎えることができ

ました。毎回新しい気づきと勉強であっと、
心より感謝と御礼申し上げます。
　期首のクラブ運営方針にも記しました通り
ＲＩゲイリーＣ・Ｋ会長のテーマ「ロータリ
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。皆
様大いに光り輝いて下さいました。滝澤功治
ガバナーの運営方針「何か新しいことをしよ
う」では、毎例会の座席をくじ引きで決めた
り、図らずも持ち上がった行事のため色々の
ことに急遽チャレンジいたしました。
クラブのモットーは「基本を大切に」「明る
く・楽しく・元気よく！」
Ｅ「（笑顔）・Ｈ（拍手）・Ａ（握手）」、1
月からは＋「挨拶」を加え、トップダウンよ
りボトムアップで、皆様の「ご異見」を頂戴
しつつ進めて参りました。
又今期は「卓　話」に力を注ぎ、毎回これま
でと一味違ったお話を興味深く拝聴いたしま
した。

★上半期
1）今期は7月2日1010回初例会、正木ガバナー
補佐初め第三グループの会長幹事様の表敬訪
問を頂き、恐る恐る出航致しました。（今期
は、取り決めにより全クラブ表敬訪問実施。
Ｅクラブ除く）各クラブより暖かいお励まし
の言葉を頂戴し、勇気を頂きました。正木ガ
バナー補佐には、奇しくも本日もお運び頂
き、一年間のご指導に感謝致しております。
2）8月6日　第1015回例会は、池田会員「華」
にて移動例会。その後宝塚市の花火大会を楽
しみました。
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　　　　　　　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

3）9月14（日）・15（月）祝日、道後温泉へ
初めての一泊バス旅行実施。（竹原親睦委員
長・出席者に感謝）
4）9月24日、皆様の絶大なるご協力のお蔭
で、ガバナー公式訪問無事終了
5）10月5日（日）、六甲山オルゴールミュー
ジアムと昼食会。台風13号に追っかけられつ
つも、晴れ男の大西直前会長のお蔭で傘もさ
さずに無事帰宅。
6）10月23日（木）、「第23回兵庫県プロバス
クラブ交流会」が宝塚ホテルにて開催され、
親クラブへお手伝いの要請があり、9名のメン
バーが駆けつけた。（幹事報告にて、その後
のプロバスクラブへの協力報告あり）
7）12月7日（日）、6時から、年末家族例会第
2部に天才ピアニスト「北順佑さん（22歳）」
を迎え、人生が変わるほどの感動を味わいま
した。

★下半期
8）2月7日（土）、正木ガバナー補佐主催によ
るＩ・Ｍ開催。（於）宝塚ホテル。全員登
録。テーマ「三人寄れば文殊の知恵」。出席
者全員真剣に討論。会長はコメンテーター。
9）2月11日（水）建国記念日祝日。恒例の
「里の家」へ「ぼたん鍋グルメツアー」バス
満杯の盛会。
10）2月28（土）。3月1日（日）。地区大会。
神戸ポートピアホテル。両日ともに多数のメ
ンバー出席。　＜懇親会ではいつものように
素晴らしいチームワークを発揮致しました＞
11）4月1日（水）伊和志津神社（野木久子会
員）へ移動例会。滅多に拝殿を許されない神
殿にて満開の夜桜拝観しつつの美味しい食事
堪能。会員によるお茶のお点前あり。
12）4月4日（土）宝塚ホテルに三クラブ合同
例会開催。宝塚クラブに初の女性会員入会と
報告。ご同慶。（ホームクラブ9名女性メンバ
ー2680地区一位を内心誇らしく思いました）
13）4月8日（水）代休。ＦＭ宝塚より要請を
受け、4月25日（日）「健康講演会」ＰＲのた
め、公共イメージ委員長田邊・会員増強委員
長阪上・会長小山が出演。
14）4月17（金）・18（土）・19（日）二泊三
日で、姉妹クラブの熊本水前寺公園ＲＣと、
人吉ＲＣとのジョイント例会に有志多数と出
席。歓待受けた。（私事で恐れ入りますが、
荷物持ちを引き受けてくれた連れ合いのお蔭
で、初めて宿泊例会に出席）
15）4月22日例会に、宝塚市長「中川智子様」
感謝状ご持参下さる。1月17日・18日（日）開
催されたスポーツフェスティバルＩＮ宝塚。
「宝塚市テニス協会30周年記念会」のオーク

ション売上全額を、1月30日、テニス協会長・
古川理事長と会長小山が持参していました。
16）4月25日（土）恒例の「健康講座」開催。
講師「中村敏治会員」「那須範滿会員」に感
謝。ゲスト100名を超える盛会となった。終了
後茶寮「華さん」にて懇親会。
17）6月3日（水）7時より、昨年に引き続き阪
上邸にて「ホタルの夕べ」。60名を超える盛
会。阪上家ファミリーと、早くから準備その
他に駆けつけて下さった皆様に感謝・感謝！
18）6月10日、ライラ受講生「松崎紘樹（ひろ
き）さん」の卓話。（急遽決まったライラ受
講生の引き受け）
★地区委員には、竹原・田中会員が活躍下さ
いました。お疲れ様でした。（詳細は幹事報
告にて）
★今期入会者　3名。
今期は4名と目標を掲げていましたが
　・芝池　巌（阪上栄樹会員紹介）
　・石原正裕（栗田義博幹事紹介）
　・橋本有輝（阪上栄樹会員紹介）　
　　　　　　　　　　　　合計3名でした。
★以前の会長の時間にてお知らせの通り、今
期の出席率100％会員に、最終例会にて会長よ
り心ばかりのプレゼントをさせて頂きます。
6名の方お楽しみに！
★お断りとして「三途の川」から蘇った会長
小山と、毎日の診療と共に検死官として超ご
多用な栗田幹事のコンビ。私は例会日の水曜
日は朝からレッスン、午後の用事を済ませて
例会一時間前に事務室へ。
例会終了までのスイッチオンが終了と共にス
イッチオフとなってしまい、「顔（がん）晴
（ば）れ」なくなってしまい、両人とも例会
後の茶話会に出ること敵わぬ日があり、色々
ご迷惑をお掛け致しましたこと、改めてお詫
び申し上げます。
その代り、第二例会と申しております茶話会
にて、新しいプログラムを決めて下さり？と
びっくりすることもありましたが、臨機応変
に対処し、無事本日を迎えられましたこと、
心より感謝申し上げます。ありがとうござい
ました。
★山本会員のＨＰ、他クラブからも賞賛を頂
いております。
★事務局中村さん（旧姓神谷）、ピアニスト
大久保さんありがとうございました。
★各委員長始めメンバーの皆様、付加するこ
とございましたら、本日と明日中にお報せ下
さいませ。
　　　
命永らえ、こうして無事会務報告をさせて頂
けるなんて夢のようで、感謝一杯でございま

す。暖かいご協力ありがとうございました。
「口　福（こうふく）」をどっさりありがと
うございました！ご恩を忘れず、「ご恩送
り」に精進致したく存じおります。
来週の今期最終例会、よろしくお願い致して
おきます。　　

○石原　正裕君
　入会し、6か月が経ち、御蔭様でようやく会
になれてきました。皆様によくしていただき
感謝しております。

○木本　玲子君
　この夏ブロードウェイでトミー賞四冠に輝
いた「王様と私」を2回観ることにしました。
今から楽しみです。

○栗田　義博君
　この前ラジオの収録をしてきました。放送
は7月25日（土）7：50～　ラジオ関西です。
よければお聞き下さい。

○槙野　稔君
　今年も無事着岸しそうですね。　ニコニコ

○坂上　安夫君
　目標ー達成しました。　　ニコニコ

○竹原　善記君
　正木ガバナー補佐一年間ありがとうござい
ました。

◆本日のソング
「四つのテスト」
                      　野木　久子　会員

◆出席報告

◆幹事報告
①2月27日（土）阪神第3グループＩＭのアン
ケートの集計表が届いています。
②次会　北さんのピアノ、最終例会ご参加の
方よろしくお願いいたします。
③本日　次期理事役員会を行います。次期の
理事役員の方よろしく。

■幹事会務報告
①地区役員として
　田中会員・社会奉仕地区ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員会委員
　竹原会員・規定審議会小委員会委員
をして頂きました。ありがとうございます。
②今回プロパスクラブに力を入れました。
御参加くださった会員の方、ありがとうござ
います。

6月誕生日の大西、田中そして蓮池会員です。
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「君が代」「奉仕の理想」
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「それでこそロータリー」
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★お断りとして「三途の川」から蘇った会長
小山と、毎日の診療と共に検死官として超ご
多用な栗田幹事のコンビ。私は例会日の水曜
日は朝からレッスン、午後の用事を済ませて
例会一時間前に事務室へ。
例会終了までのスイッチオンが終了と共にス
イッチオフとなってしまい、「顔（がん）晴
（ば）れ」なくなってしまい、両人とも例会
後の茶話会に出ること敵わぬ日があり、色々
ご迷惑をお掛け致しましたこと、改めてお詫
び申し上げます。
その代り、第二例会と申しております茶話会
にて、新しいプログラムを決めて下さり？と
びっくりすることもありましたが、臨機応変
に対処し、無事本日を迎えられましたこと、
心より感謝申し上げます。ありがとうござい
ました。
★山本会員のＨＰ、他クラブからも賞賛を頂
いております。
★事務局中村さん（旧姓神谷）、ピアニスト
大久保さんありがとうございました。
★各委員長始めメンバーの皆様、付加するこ
とございましたら、本日と明日中にお報せ下
さいませ。
　　　
命永らえ、こうして無事会務報告をさせて頂
けるなんて夢のようで、感謝一杯でございま

す。暖かいご協力ありがとうございました。
「口　福（こうふく）」をどっさりありがと
うございました！ご恩を忘れず、「ご恩送
り」に精進致したく存じおります。
来週の今期最終例会、よろしくお願い致して
おきます。　　

○石原　正裕君
　入会し、6か月が経ち、御蔭様でようやく会
になれてきました。皆様によくしていただき
感謝しております。

○木本　玲子君
　この夏ブロードウェイでトミー賞四冠に輝
いた「王様と私」を2回観ることにしました。
今から楽しみです。

○栗田　義博君
　この前ラジオの収録をしてきました。放送
は7月25日（土）7：50～　ラジオ関西です。
よければお聞き下さい。

○槙野　稔君
　今年も無事着岸しそうですね。　ニコニコ

○坂上　安夫君
　目標ー達成しました。　　ニコニコ

○竹原　善記君
　正木ガバナー補佐一年間ありがとうござい
ました。

◆本日のソング
「四つのテスト」
                      　野木　久子　会員

◆出席報告

◆幹事報告
①2月27日（土）阪神第3グループＩＭのアン
ケートの集計表が届いています。
②次会　北さんのピアノ、最終例会ご参加の
方よろしくお願いいたします。
③本日　次期理事役員会を行います。次期の
理事役員の方よろしく。

■幹事会務報告
①地区役員として
　田中会員・社会奉仕地区ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員会委員
　竹原会員・規定審議会小委員会委員
をして頂きました。ありがとうございます。
②今回プロパスクラブに力を入れました。
御参加くださった会員の方、ありがとうござ
います。

6月誕生日の大西、田中そして蓮池会員です。

　　　　　

　　

　

　



　　　　　　　　　　　会　長　小山　一子

皆様今晩は
　今夜のお客様、ガバナー補佐「正木隆造
様」ようこそ。今期のご指導に感謝致してお
ります。後ほどご挨拶よろしくお願い致しま
す。今夜は会務報告がございますので、ご紹
介のみとさせて頂きます。

■年度末会務報告
　今期不束ながら会長を務めさせて頂きまし
た小山一子でございます。
　逃げまくっていた私に、「今期は大した行
事は何もないから、引き受けるのには最適
…」と口々に仰って下さり、渋々年貢を納め
皆様の友情を信じてお引き受けいたしました
が、あにはからんや！　思いがけなく降って
わいたような数々の行事あれこれ。「逃げも
隠れもしないぞ～何とかなるわい！」と腹を
くくり、「♪　時の流れに身を任せか～♪」
と、皆様の温かく絶大なるご協力のお蔭と陽
転思考で乗り切って参りました。
　今期も最終月を迎え、今夜は早くも会務報
告日となりました。色々お目だるき点多々あ
ったと思いますが、ご無理を承知でお引き受
け下さいました栗田幹事・阪上・前田副幹
事。那須副会長、川添ＳＡＡ，木本・山本副
ＳＡＡ．各役員、理事、委員長、メンバーの
皆様のお蔭にて無事本日を迎えることができ

ました。毎回新しい気づきと勉強であっと、
心より感謝と御礼申し上げます。
　期首のクラブ運営方針にも記しました通り
ＲＩゲイリーＣ・Ｋ会長のテーマ「ロータリ
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。皆
様大いに光り輝いて下さいました。滝澤功治
ガバナーの運営方針「何か新しいことをしよ
う」では、毎例会の座席をくじ引きで決めた
り、図らずも持ち上がった行事のため色々の
ことに急遽チャレンジいたしました。
クラブのモットーは「基本を大切に」「明る
く・楽しく・元気よく！」
Ｅ「（笑顔）・Ｈ（拍手）・Ａ（握手）」、1
月からは＋「挨拶」を加え、トップダウンよ
りボトムアップで、皆様の「ご異見」を頂戴
しつつ進めて参りました。
又今期は「卓　話」に力を注ぎ、毎回これま
でと一味違ったお話を興味深く拝聴いたしま
した。

★上半期
1）今期は7月2日1010回初例会、正木ガバナー
補佐初め第三グループの会長幹事様の表敬訪
問を頂き、恐る恐る出航致しました。（今期
は、取り決めにより全クラブ表敬訪問実施。
Ｅクラブ除く）各クラブより暖かいお励まし
の言葉を頂戴し、勇気を頂きました。正木ガ
バナー補佐には、奇しくも本日もお運び頂
き、一年間のご指導に感謝致しております。
2）8月6日　第1015回例会は、池田会員「華」
にて移動例会。その後宝塚市の花火大会を楽
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バーが駆けつけた。（幹事報告にて、その後
のプロバスクラブへの協力報告あり）
7）12月7日（日）、6時から、年末家族例会第
2部に天才ピアニスト「北順佑さん（22歳）」
を迎え、人生が変わるほどの感動を味わいま
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★下半期
8）2月7日（土）、正木ガバナー補佐主催によ
るＩ・Ｍ開催。（於）宝塚ホテル。全員登
録。テーマ「三人寄れば文殊の知恵」。出席
者全員真剣に討論。会長はコメンテーター。
9）2月11日（水）建国記念日祝日。恒例の
「里の家」へ「ぼたん鍋グルメツアー」バス
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11）4月1日（水）伊和志津神社（野木久子会
員）へ移動例会。滅多に拝殿を許されない神
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ー2680地区一位を内心誇らしく思いました）
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催されたスポーツフェスティバルＩＮ宝塚。
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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
6月 3日

本　日 33

33

2

2

31

31 

25

29  

80.65

93.55

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

ション売上全額を、1月30日、テニス協会長・
古川理事長と会長小山が持参していました。
16）4月25日（土）恒例の「健康講座」開催。
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★以前の会長の時間にてお知らせの通り、今
期の出席率100％会員に、最終例会にて会長よ
り心ばかりのプレゼントをさせて頂きます。
6名の方お楽しみに！
★お断りとして「三途の川」から蘇った会長
小山と、毎日の診療と共に検死官として超ご
多用な栗田幹事のコンビ。私は例会日の水曜
日は朝からレッスン、午後の用事を済ませて
例会一時間前に事務室へ。
例会終了までのスイッチオンが終了と共にス
イッチオフとなってしまい、「顔（がん）晴
（ば）れ」なくなってしまい、両人とも例会
後の茶話会に出ること敵わぬ日があり、色々
ご迷惑をお掛け致しましたこと、改めてお詫
び申し上げます。
その代り、第二例会と申しております茶話会
にて、新しいプログラムを決めて下さり？と
びっくりすることもありましたが、臨機応変
に対処し、無事本日を迎えられましたこと、
心より感謝申し上げます。ありがとうござい
ました。
★山本会員のＨＰ、他クラブからも賞賛を頂
いております。
★事務局中村さん（旧姓神谷）、ピアニスト
大久保さんありがとうございました。
★各委員長始めメンバーの皆様、付加するこ
とございましたら、本日と明日中にお報せ下
さいませ。
　　　
命永らえ、こうして無事会務報告をさせて頂
けるなんて夢のようで、感謝一杯でございま

す。暖かいご協力ありがとうございました。
「口　福（こうふく）」をどっさりありがと
うございました！ご恩を忘れず、「ご恩送
り」に精進致したく存じおります。
来週の今期最終例会、よろしくお願い致して
おきます。　　

○石原　正裕君
　入会し、6か月が経ち、御蔭様でようやく会
になれてきました。皆様によくしていただき
感謝しております。

○木本　玲子君
　この夏ブロードウェイでトミー賞四冠に輝
いた「王様と私」を2回観ることにしました。
今から楽しみです。

○栗田　義博君
　この前ラジオの収録をしてきました。放送
は7月25日（土）7：50～　ラジオ関西です。
よければお聞き下さい。

○槙野　稔君
　今年も無事着岸しそうですね。　ニコニコ

○坂上　安夫君
　目標ー達成しました。　　ニコニコ

○竹原　善記君
　正木ガバナー補佐一年間ありがとうござい
ました。

◆本日のソング
「四つのテスト」
                      　野木　久子　会員

◆出席報告

◆幹事報告
①2月27日（土）阪神第3グループＩＭのアン
ケートの集計表が届いています。
②次会　北さんのピアノ、最終例会ご参加の
方よろしくお願いいたします。
③本日　次期理事役員会を行います。次期の
理事役員の方よろしく。

■幹事会務報告
①地区役員として
　田中会員・社会奉仕地区ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員会委員
　竹原会員・規定審議会小委員会委員
をして頂きました。ありがとうございます。
②今回プロパスクラブに力を入れました。
御参加くださった会員の方、ありがとうござ
います。

6月誕生日の大西、田中そして蓮池会員です。
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ひとくち

　ソフトバンクロボティクスは6月20日、
同日10時より販売を開始した感情エンジン
搭載のパーソナルロボット「Pepper」が
受付開始1分で完売したと発表しました。
現在、Pepperの生産体制は月間で最大で
も1000台とされており、6月中の販売予定
台数も1000台に限定されていました。以降
の販売予定については、「7月中にWebサ
イトでお知らせする」(ソフトバンクロボ
ティクス)としてます。
Pepperは2014年6月に感情認識パーソナル
ロボットとして発表、18日には「感情を
持ったロボットに進化した」として孫社長
が20日の一般販売開始を発表していました。
鉄腕アトムが現実になるかも？

ニコニコ箱


