
第 1095 回例会報告                             5 月 11 日(水） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 那須 範満 

 

皆さん こんばんは。 

 

   今年開催された規定審議会において当クラ

ブが提出した決議案が採択されました。 

その規定審議会について簡単にお話し致し

ます。 

規定審議会は国際ロータリーの唯一の立法

機関で、その組織規定を改正する権限を有しま

す。3年に一度開催されます。 

各審議会の 2年前のロータリー年度に、各地

区は地区内のクラブからロータリアン 1名を

代表議員として選びます。 

2016年の審議会の当地区の代表議員は三木

パストガバナーでした。代表議員は地区ガバナ

ーの選出に定められているのと同じ指名委員

会の手続によって選出されます。 

規定審議会に提出された議題を立法案とい

い、立法案は制定案と決議案の 2つがあります。 

 ＲＩ定款細則または標準ロータリークラブ

定款を改正する立法案が制定案で、組織規定を 

改正しない審議会決定が決議案です。 

今回、当クラブが提出して採択された立法案は決

議案です。 

いずれにいたしましても、当クラブが提出した決 

議案が規定審議会で採択されたことは宝塚中ロー

タリークラブの歴史の中で意義あるものだと思い

ます。 

 

 

 

4月 29日に行われた地区研修・協議会報告。 

参加した 10部門それぞれが発表しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本日の例会   5月 18日（水） 次週予告   5月 25日（水） 

  ◎ソング 「四つのテスト」 

             大門 美智子 会員 

  ◎プログラム  移動例会 

       池田会員の店「華」にて 

◎ソング 「四つのテスト」 

             大門 美智子 会員 

◎プログラム  移動例会 

         阪上会員邸にて蛍鑑賞会  

TAKARAZUKA  NAKA  ROTARY  CLUB 

WEEKLY BULLETIN   
第 2680地区 宝塚中ロータリークラブ 

 

  R.I.会長テーマ 

   “世界へのプレゼントになろう” 

      会長 K.R.ラビンドラン 

 

●創 立 平成 5年 4月 10日 

●例 会 毎週水曜日（19：00〜20：00）  ●例会場 宝塚ホテル 

●事務所 〒665-0004宝塚市梅野町 1-46（宝塚ホテル４０５号室） 

●電 話 0797-87-1151 直通 83-1110 FAX83-1110 

●会 長 那須範満  ●幹事 川添裕照  ●会報委員長 大西利哉 

会会長長のの時時間間  

ププロロググララムム  

1 



 

 

○草野 旦 君 

 今日一日、何事もなし！無事ほどいいことはな

し！ 

 

○定藤 繁樹 君 

 先週、小学校爆破のメールあり。上が原地区の小

中高大学が全て休講。ほんとうに悪質、迷惑なこと

でした。久しぶりに大学周辺で機動隊を見かけまし

た。犯人逮捕にご協力を！ 

 ぶっそうな話でした。 

 

○芝池 巌 君 

 連休中のイベントは大盛会でした。新聞も 3社掲

載いただきました。会場へお越しいただきましてあ

りがとうございました。 

 会期中に会場で撮影されたサンテレビが 15 日日

曜日午後 10時から放映されます。「キラリ経済」の

番組です。ご覧下さい。 

 

○田村 久子 君 

 熊本の被災地のお見舞金を、ニコニコから拠出す

ると聞きました。熊本の人の不安を思うと胸 が痛

みます。 

 

○谷口 敏彦 君 

 今月は誕生日月ですが、年が老いてくると誕生日

は嬉しくないですね。74歳になりました。 

 

 

 

□ソング 

 「君が代」「Be a Rotarian」       

馬場 和代 会員 

□お客様 

              なし 

 

□出席報告 

 会員数 出席免除 算定 本日 MU 出席率 

本日 34 1 33 29  87.88 

前々回 

4/20 
34 2 32 23 5 87.50 

 

□幹事報告 

①熊本水前寺公園ロータリークラブの北里美知子

会員より、「見舞金100万円口座振込み確かに受け

取りました。」との連絡があり、「会員一同感激し

喜んでおります」とのお返事がありました。また、

「宝塚中Ｒ．Ｃの会員の皆様に感謝しております。

とお伝えください」とのことです。 

②今後のプログラム 

5月18日（水）移動例会「華」18：30より 3千円 

阪上会員ガバナー補佐就任激励会と竹原元ガバナ

ー補佐慰労会をかねて 

5月25日（水）移動例会「阪上邸」18：00より3千円 

6月1日（水）卓話 畑講師 

6月8日（水）卓話 芝池会員 

 

理事役員会 

出席者：那須、山本、川添、田村、木本、田辺、野

木、小山 

議題：クラブ事務所の移転について 

「事務所移転検討委員会」を作って、委員を選び、

実施するについて総会を開き会員のご意見をお聞

きする。という結論。 

******************************************* 

5月誕生日の谷口会員です。（橋本会員はお休み） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

******************************************* 

5/2に熊本水前寺公園ロータリークラブの徳光淳子

会員より田辺会員にラインが入りました。 

 

昨日は理事役員の皆様が久しぶりに集まり、会議

を致しました。 

まだまだ終わって無いこの地震ですので今現在

のみなさんの被害状況を聞いてから、頂きました義

援金の分配は、かなり先の事になりそうです！ 

1200回余りの揺れに皆さん、いささか疲れ気味で

週週間間報報告告  

ニニココニニココ箱箱  
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したが頑張りましょうね！と言って解散しました。 

 いやぁ・・・大変ですよ！！まだ終息が来ない不

気味な大地に祈るしかありません！でも絶対に終

わりはあります！頑張ります。 

どうぞ宝塚中ロータリークラブの皆様に宜しく

お伝え下さいませ。 

******************************************* 

前々回の第2680地区ロータリー検定解答。 

問１ ロータリーについて 

①２  ②３  ③３  ④２ 

問２ ロータリーの基本理念 

１四つのテスト   

⑤真実  ⑥公平  ⑦好意  ⑧友情   

⑨みんなのために 

２ロータリーの目的（OBJECT  OF  ROTARY） 

⑩知り合いを広める ⑪倫理基準  

⑫奉仕の理念  ⑬平和 

３「超我の奉仕」とは何か？ 

⑭３  ⑮４ 

４ 第２標語「最もよく奉仕する者、最も多く報い

られる」とは？ 

⑯１ 

５「奉仕の理念（Ideal of Service）」とは何か？ 

⑰４ 

６中核的価値観 

⑱多様性   ⑲高潔性 

問３ ロータリーの戦略計画 

⑳人道的奉仕の重点化と増加  ○21公共イメ

ージと認知度の向上 

問４ 五大奉仕 

１五大奉仕 

○22 青少年奉仕 

2職業奉仕 

○23 奉仕の理念 

３社会奉仕 

○24 奉仕の理想 ○25 超我の奉仕 

４国際奉仕 

○26 平和 ○27 世話クラブ ○28 カウン

セラー 

問５ ロータリー財団 

○29 地区補助金 ○30 グローバル補助金   

○31 ５．５   ○32 １１．５ 

問６ 規定審議会 

○33 立法機関 ○34 ３ ○35 ２０１６  

○36 制定案  ○37 決議案 

○38 前年度  ○39 地区大会 

問７ 会員の義務 

○40 会費納入義務   ○41 例会出席義務   

○42 雑誌購読義務 

問８ 例会 

○43 １ ○44 死亡 ○45 災害 ○46 ４   

○47 ３ 

問９ クラブの運営 

○48 理事会 ○49 幹事 ○50 幹事 

                    以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホームページ 

http://www.tknakarc.com 

事務所 ＦＡＸ番号   0797-83-1110 

事務所 Ｅ－メール  tknaka@tknakarc.com 

 一口コラム 

 IoT という言葉が最近よく聞かれま

す。日本語では、一般的に「モノのイン

ターネット」と訳されてており、概念と

して「ありとあらゆるモノが、インター

ネットに繋がり、従来以上に生活の質が

向上する可能性が出てきた」ということ

です。 

「ホームオートメーション」や「スマ

ート家電」といわれる家電の連携自体は

古くからのアイデアですが、ネットワー

ク接続の方法やコストがネックとなって

いました。ところが、スマートフォンの

爆発的な普及で状況は一変、接続問題は

ほぼ解決しました。 

例えば、パナソニックは総合電機メー

カーらしく、白物家電、調理家電、AV家

電、ヘルスケアなど、幅広い家電の「ス

マート化」に取り組んでいます。 

外出先からエアコンの電源を入れた

り、部屋の状況を確認したり、体重や血

圧をスマホに記録してグラフ化する、炊

飯器や洗濯機の詳細な設定をスマホ画面

で分かり易く行えるなど、機能性や使い

勝手を進化させています。 
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