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会長 那須 範満 

 

皆さん こんばんは。 

 

   6月 11日、12日、親睦委員会のお世話で「鈴

鹿千代乃先生と訪ねる出雲大社とたたらの里」

と題して一泊バス旅行がありました。 

会員・御家族あわせて 20名が参加しました。 

「たたら」とは空気を送り込む「ふいご」のこ

とで、これを使用した製鉄のことを「たたら製

鉄」といいます。 

6世紀後半に朝鮮半島から伝えられ、江戸時

代中期に技術的に完成したといわれています。 

 中国地方一帯は砂鉄と木炭が豊富にあるた

め、古くから「たたら製鉄」が盛んに行われて

いました。今でも保存されている、実際に製鉄

が行われていた施設を見学しました。 

私にとっては知らないことばかりで、日本史

の知識を深めることができました。 

   この旅行のもう一つの目的は出雲大社の参

拝です。野木会員と鈴鹿先生のご紹介で、一般

の方は入ることのできない本殿のそばまで入 

れていただきました。 

出雲大社の参拝方法は「二拝四拍手一拝」です。 

参加者全員が心を一つにして揃って参拝しました。

縁結びの神様です。皆さん、きっと願い事が叶うこ

とでしょう。 

 

 

 

卓 話 

       田村 久子 会員 

「国連事務総長 潘基文氏が韓国で開催中のロ

ータリー大会に出席」 

 

韓国で開催中の第 107回ロータリー国際大会。こ

れまでで最も多くのロータリアンが出席し、多文化

の非営利団体リーダーの集まりとしては韓国最大

級のものとなった今大会では、国連の潘基文 事務

総長が開会式に出席し、会場となった KINTEX 会議

場（高陽市）に集まった何千人という出席者に語り

かけました。 

「ロータリアンは素晴らしい活動を世界中で行

っています。…皆さんの活動は、国連が目標を達成

し、世界からの理解を得る上で大きな力となってい

 本日の例会   6月 22日（水） 次週予告   6月 29日（水） 

  ◎ソング 「我等日本のロータリアンの歌」 

              桑田 昭代 会員 

  ◎プログラム  年度末会務報告 

         黒田がバナー補佐訪問 

◎ソング 「我等日本のロータリアンの歌」 

              野木 久子 会員 

◎プログラム  本年度最終例会 

          宝塚ホテル屋上ビアガーデン 

TAKARAZUKA  NAKA  ROTARY  CLUB 
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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 
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ます」 

70 年前の 5 月に国連創設のための話し合いに参

加したアラン・アルバート元ロータリー会長につい

て触れた潘氏は、次のように言いました。「人知の

擁護者であるアルバート元会長は、一人ひとりが平

和の推進力となるよう人びとに呼びかけました。こ

のビジョンを実現させるために、私たちは協力して

活動しています」 

2007 年以来、国連のトップとしてその野心的な

開発アジェンダの指揮にあたってきた韓国出身の

潘事務総長は、ロータリーのリーダーシップと、人

道的活動への懸命な取り組みに感謝を述べました。 

特に、ポリオ撲滅のための資金調達とアドボカシ

ー活動におけるロータリーの貢献を強調しました。 

世界ポリオ撲滅推進活動（GPEI）におけるユニセ

フの役割に言及した事務総長は、「身体を麻痺させ

るこの病気を撲滅するために力になれることを、国

連は誇りとしている」と述べました。「今後も闘い

を続けなければなりません。引き続き声を大きくし

て、各国政府からの支援が必要であることを訴え、

撲滅キャンペーンへの認識向上をご支援ください」 

地元韓国の文化にあふれた開会式では、正式な講

演の前に、伝統的な太鼓と舞踊、武道、K-popとい

ったパフォーマンスが披露され、聴衆の気分を高揚

しました。 

ポール・ハリスがサプライズ演出 

ホログラムによるロータリー創設者ポール・ハリ

スも登場し、壇上で K.R.ラビンドラン RI会長と対

面しました。 

ロータリーのこれまでの進展について、ラビンド

ラン会長がハリスに報告。その後、聴衆のほうに向

き直ったラビンドラン会長は、ロータリー会長とし

ての１年を振り返り、クラブ運営の柔軟性と自律性

を高める最近の規定審議会の決定に触れました。 

「毎週の例会と食事という伝統的なロータリー

のモデルは、私たちが入会の対象とすべきあらゆる

年齢の職業人にとって、実行可能な選択肢ではない

かもしれません」とラビンドラン会長。 

「今回の審議会は、ロータリー史上どの審議会よ

りも進歩的な変更を定款に加え、これまでよりも野

心的なレベルでロータリー運営が行われていくよ

う未来に目を向けたのです」 

 

 

 

 

2016-2017年度活動方針 

           山本 章太郎 次期会長 

 

2016-17年度 RI会長 ジョン F. ジャーム（米国

チャタヌーガロータリークラブ 所属）のテーマは

「人類に奉仕するロータリー ROTARY SERVING 

HUMANITY」です。社会貢献への熱意をもつ職業人が

集うロータリー独自の力を生かせば、大きな目標も

達成できるとされています。 

会長曰く、「世界でもっと大きな『よいこと』を

する推進力となるために、固い決意でポリオ撲滅を

成し遂げ、ロータリーをさらに前進させながら、こ

れまでの成功をバネに飛躍するときが来たのです。」 

  

私たち宝塚中ロータリークラブは、創立 24 年目

を迎える若いクラブですが、地区では大きな功績を

残しており、それは女性会員が地区で一番多いこと

にも起因します。 

世界中で女性の社会進出が叫ばれていますが、ロ

ータリーの歴史が始まったのが 1905年。RIが女性

の入会を認めたのは 1989年の規程審議会において

です。 

当クラブでは小山会員が 1996年に入会され、地

区の歴史からみても先進的であったと想像されま

す。少し古い統計ですが 2012年現在、世界の女性

ロータリアンの数は 21万 5千人であり、日本では

約 4千人です。 

女性会員の比率は、世界では 19％、日本では 5％

に過ぎません。当クラブの女性会員の比率に至って

は今期 26パーセントで、日本でも有数のクラブと

言えます。 

本年度の活動方針として、私は「さわやかな奉仕

活動」を提唱致します。 
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ロータリーの歴史は「親睦」と「奉仕」であり、

当クラブの「親睦」活動は近隣のクラブからも十分

に評価されています。 

そこで、ジョン ジャーム会長テーマの中心であ

る「奉仕」を今一度考え直し、「奉仕」の実践を問

う一年にしたいと思います。  

 ロータリーは決して奉仕団体ではありません。ロ

ータリーは寄付団体でもありません。奉仕も寄付も

しますが、ロータリーはロータリーなのです。 

「親睦」から生まれる「奉仕」こそが、ロータリ

ーの真髄です。つまり、ロータリーは「親睦」によ

り会員相互の信頼を築き、「例会」によって自己研

鑽、高潔なる人間形成に努め、それにより磨かれた

それぞれの職能を生かし地域の信頼を得て、社会貢

献という「奉仕」を行う集団です。 

ロータリアンが結集すれば、地域社会に、それど

ころか世界により良い大きな変化をもたらすと私

は信じます。   

 少しだけ、あなたの時間をロータリーに分けて下

さい。少しだけ、あなたの能力をロータリーで使っ

て下さい。そして少しだけ、あなたのお金をロータ

リーに投資して下さい。その中の一つでもよいと思

います。 

この少しが、ロータリーに対するあなたの「奉仕」

となります。そしてそれが地域社会に対する貢献と

いう形で表れ、世界に奉仕することに繋がります。 

小さな貢献は、やがて大きな「奉仕」となって実を

結びます。 

 ロータリーで夢を描き、その夢を叶えましょう!!   

私自身、宝塚中ロータリークラブへの貢献を誓い、

そして会員の皆様には、「さわやかな奉仕活動」へ

のご理解、ご協力を賜りたいと、心よりお願い申し

上げます。 

                   以上 

2016-2017年度活動方針 

             芝池 巌 次期幹事 

 

基本的任務 

 山本会長補佐してスムーズなロータリー活動の

運営に努力します。 

楽しく、有意義な宝塚中ロータリーの活動が出来

ますように頑張ります。皆様のご協力ご鞭撻をよろ

しくお願いします。 

重点目標 

 R Iテーマおよびガバナーのスローガンをふまえ、

宝塚中ロータリークラブ山本会長の基本方針に従

ってロータリー活動運営を進めてまいります。 

具体的活動 

 従前の活動を継続し,新たな発想で宝塚演奏家連

盟と共同して市民演奏会(仮称)の開催に取り組み

ます。 

また定期的に例会において演奏家連盟の皆さん

によるコンサートをしていただき,楽しい例会プロ

グラムを運営いたします。 

 また、これに伴ない、例会出席率の向上をはかり、

当倶楽部の活性化並びに近隣ロータリーとの交流

をさらに活発にしてまいります。 

 そして、クラブ各委員会とコミニケーションを密

にしてスムーズな運営・活性化に努力します。 

                    以上 

2016-2017年度活動方針 

田辺 朱希美 次期副会長 

 

基本的任務 

各会員に例会運営・親睦活動を理解して頂き、有

意義なロータリーライフを楽しんで頂くことを基

本的任務と致します。 

重点目標 

会員相互の理解と親睦を深め、魅力的で楽しいク

ラブ運営を目指したい。 

具体的活動 

各小委員会委員長の協力を仰ぎ、委員への周知徹

底を図って頂き、円滑な例会運営と親睦活動、卓話、

例会終了後の茶話会・バス旅行等をクラブ運営に役

立てたい。 

以上 

 

 

 

○池田 美江 君 

 旅行のおみやげ、ありがとうございました。いつ

かは私もご一緒したいです。ニコニコ 

 

○古川 彰二 君 

 出雲行けなくて残念。佐用で合宿でした。那須丸

（なすまる）もうすぐ帰港ですネ。 

 お疲れ様でした。 

 

○蓮尾 春輝 君 

 ニコニコもギリギリになってしまいました。 

ニニココニニココ箱箱  
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○中村 敏治 君 

 楽しい出雲旅行有難うございます。 

 皆様に、ご心配をおかけしましたが、頭は大丈夫

です。 

 

○阪上 栄樹 君 

 先日のバス旅行ありがとうございました。貴重な

体験が出来ました。 

 

○竹原 善記 君 

 楽しい出雲の旅を企画して頂き、槙野親睦委員長、

野木さん、ありがとうございました。 

 

○田村 久子 君 

 出雲親睦楽しかったですねー。槙野会員、田中会

員、写真ありがとうございます。 

 今日は卓話です。よろしくお願いします。 

 

○谷口 敏彦 君 

 1か月振りの出席、長い間休みましてすみません

でした。 

 

○矢野 浩臣 君 

 今期最後の出席になります。那須会長はじめ役員

の皆様、1年間本当にお疲れ様でした。 

また、出席率が悪く、皆様にご迷惑をお掛け致し

ました。ニコニコノルマ、本日完了です。 

 

 

 

□ソング 

 「われらの生業」       

小山 一子 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 2 32 28  87.50 

前々回 

6/1 
34 2 32 26 4 93.75 

 

□幹事報告 

① 国際ロータリー第2680地区ローターアクト

「2016-2017年度交流会」のご案内 

日時：2016年7月10日（日）受付13：00終了17：00 

会場：夢海游 淡路島  登録料：2000円 

締切：7月1日（金） 

② 宝塚中プロバスクラブ勉強会のご案内 

日時：6月20日（月）午後7：00より 

場所：ホテル若水 

③ 「事務所移転検討委員会」の委員は阪上、那須、

竹原、古川、前田、各会員に決定されました。 

④ 6月22日（水）の例会は年度末会務報告で各理

事役員、委員長は準備をお願い致します。 

以上 

  

リフレッシュ・エクササイズ №279  

                 小山 一子 

 

★23期・第12回（今期最終）、通算279回目の「リ

フレッシュ・エクササイズ」です。よろしくお願い

致します。 

 

★11日（土）12日（日）多年の念願が叶い、出雲大

社へのバス旅行大変楽しく有意義な日々をありが

とうございました。 

いつも荷物持ちをかって出てくれています主人

が参加できず、とても心配していましたが、杞憂に

終わりました。 

槙野親睦委員長はじめ、ご出席のメンバーご家族

の皆様のお蔭と心より感謝申し上げます。 

皆様が「元気になった、元気になった」と仰って

下さり、入院中も休まず、コツコツ続けている「ニ

コニコエクササイズ」のお蔭大と思っているところ

です。 

 

★23期「那須丸」の帰港が近づきました。一年間の

エールをお送りしたいと思います。 

いきなり心身を動かすと無理が生じます。 

1）いつものように、お顔にこにこ、元気な声で数

えながら、足を腰巾にひらき、全身を使って、ゆっ

くり「深呼吸」2回行います。 

2）（一）で両手を肩に、（二）で上に、（三）で

又肩に、（四）で前に、（五）で肩に、（六）で横

に、（七）で肩に、（八）で下に。最初はゆっくり、

だんだん早く行います。脳細胞が活性化致します。 

3）次に、もう少し足巾を大きく開き、右手を左脇

から右上に「一」で空気を切り裂くように上げ、ピ

週週間間報報告告  
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タリと止めます。 

4）「2」で反対を行い、左右8回繰り返します。 

（何となく気分が優れない時にも、効果を発揮しま

す） 

5）親指を中に握りしめ、ぐっとしゃがみ込み、ぱ

っとヒザと両腕を伸ばし「ありがとう！」と元気に

エールを送ります。 

 

★今期も会長命によりご奉仕できましたことを心

より御礼・感謝申し上げます。 

では皆様毎日ご機嫌よくお過ごし下さいませ。 

ありがとうございました！                  

―完― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 中国メディアは「日中双方の足りない

ところ」についての記事を掲載しました。 

 まず、中国に足りないものとして「質

の高いサービス」を挙げました。 

「中国国内の高級ホテルも日本のアル

バイトスタッフのサービスにはかなわな

い」ほどで、中国に帰ると不満がたまる

といいます。 

一方の日本は「責任感」が足りないと

主張。企業は顧客からのクレームを恐れ

て新製品の企画がなかなか進まず、上司

は責任を部下に押し付ける「責任逃れ」

という名の「日本病」が見られ、企業に

とってマイナスだと指摘しています。 

 次いで中国に足りないものとしては

「団結力」。中国人にとって「同僚は戦友

ではなく敵」だという。これは、競争社

会の激しい中国では子供のころから「他

人を蹴落とす」教育を受けているからだ

と分析、企業が社員をつなぎとめるのは

給料アップしかない、という中国の厳し

い現実を嘆いています。 

 最後に日本に足りないものとして挙げ

たのは「若い力」です。 

生活の安定した勤勉な日本の高齢者

は、給与を気にせず進んで働くため、若

者の仕事を奪っているのではないかとの

懸念を示しました。 

外から見るとよくわかるようですね 
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