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会長 那須 範満 

 

皆さん こんばんは。 

 

   本日は黒田ガバナー補佐とガバナー補佐幹

事の岩田 好史様をお迎えしています。 

1年間、ご指導賜りまして誠にありがとうご

ざいました。お陰様で無事任務を終えることが

できそうです。 

のちほどお言葉を頂戴いたしたいと思いま

すのでよろしくお願い致します。 

このあと年度末会務報告がありますので会

長の時間はこれで終わります。 

 

 

 

  年度末会務報告 

       那須 範満 会長 

 

この１年間、「継続と変化の大切さ」を目標

として、今年度が始まったときよりも終わった

ときが少しでも良くなっているように努めて 

きました。 

「継続」については、これまでの宝塚中ロータリ

ークラブの良き伝統を引き継いできました。 

親睦委員会の活動は例年どおり活発でした。 

ここ数年続けられている社会奉仕委員会の講演

会も開催致しました。 

「変化」といえば今期はじめて地区補助金による

奉仕活動の「スポーツ百貨店」が実施されたことが

あげられます。また、例会では 11 名の外部の講師

の方々に卓話をしていただきました。 

地域の団体との交流を計ることはロータリーの

広報活動につながるのではないかと考えてのこと

ですが、会員の皆さんの卓話が変更になったり、少

なくなったりしてご迷惑をおかけ致しましたこと

をお許し下さい。 

会員増強では、目標は純増 2名でしたが、定藤会

員が入会していただき純増１名でした。 

特記すべき出来事といえば、今年の規定審議会で

当クラブ提出の決議案が採択されたことです。 

また、4 月 14 日の熊本地方の地震では姉妹クラ

ブの熊本水前寺公園ロータリークラブが被災され

ました。 

少しでも復旧・復興の支援になればと願い、義捐
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金を送らせていただきました。 

いずれにいたしましても、昨年 7月に小山パスト

会長から受け継いだ「襷」をなんとか無事に山本会

長エレクトに渡すことができそうです。 

これも理事・役員の皆さん、各委員会の委員長の

皆さんのほか、会員の皆さんのご協力の賜物だと感

謝致しております。 

１年間、ありがとうございました。 

 

2015－2016年度幹事 会務報告 

              川添 裕照 幹事                          

 

 今期、会員の皆様の御協力の下、次週の最終例会

を残して何とか幹事の大役を終えることができま

すこと、心から感謝いたします。 

 さて、今期の当倶楽部の特長は、先ほど那須会長

から述べられまして、重複いたしますが、通常例会

で、前期で 7件の外来講師の講演、後期で 3件の講

演、ゲスト演奏家の演奏 4件と、いずれも大変良い

講演、演奏で例会に華を添えていただきました事が

あげられます。 

講演者、演奏家、紹介の会員の皆様に感謝申し上

げます。 

また、例年の年末の行事、1月のスポーツ百貨店、

4 月の講演会、6 月の親睦旅行、移動例会等々いず

れも有意義で楽しい時を過ごしました。 

まだ色々と印象に残る行事はあったと思います

が、御協力頂き有難うございました。 

また 4 月 14 日は熊本地震が起こり、多くの方が

被災されました。姉妹クラブの熊本水前寺公園 RC

へお見舞い金を送り、早期の復興をお祈りいたしま

した。 

 私にとって、この 1年間大変良い勉強をさせて頂

き、有意義な 1年となりました。那須会長はじめ会

員の皆様にはいろいろとご指導頂き、有難うござい

ました。 

至らなかった点は多々あると思いますが、ご容赦

の程お願い申しあげまして、簡単でございますが会

務報告とさせて頂きます。 

 

2015－2016年度ロータリー財団 会務報告 

              草野 旦 委員長 

 

一年間、お世話になりありがとう御座居ました。

大した活動も出来ず心残りに思っております。 

 一度、ロータリー財団の卓話の時間がありました

が、残念なことにスケジュールの都合で流れてしま

いロータリー財団を勉強する機会を失いました。 

間もなくポリオも撲滅される事でしょう。 

代わって、世界的な水問題を考えねばならないの

ではないかと思っております。 

                                         

2015－2016年度 会員研修委員会報告 

竹原 善記 会員研修委員長  

 

ショートスピーチのテーマ 

2015/7/29    ロータリーとは 

   8/26       ロータリーの組織構成 

  10/28    ロータリアンの義務と特典 

2016/1/13    ロータリークラブに思うこと 

   2/3    元米山奨学生 胡志武君について 

    4/27   2015年度ロータリー検定  

                   

【ロータリーに思うこと－①】 

①ロータリーの原点 

ポール・ハリスがマニラで開催された太平洋地区

大会に出席する途中で日本に立ち寄った時、「あな

たは何故ロータリークラブを創ったのですか」と聞

かれ、ポール・ハリスは「格別の意味があったので

はなく、ただ寂しかったからだ」と答えた。 

ポール達は「世の為 人の為」という考えはなく、

職業人の寂しさや心の渇きを癒すためにロータリ

ークラブを創ったにすぎなかった。 

このことよりロータリーの始まりは職業人が気

軽に集まり、明るい雰囲気の中での友との楽しい会

話が原点であったと思われます。 

そういう雰囲気の中で新しい発想と展開が生ま

れ、沢山の信頼できる仲間が集まり、一業種一人を

守り、目的や理念ができ、そして皆で何かの役に立

とうと考えてから一層の発展となったのではない

だろうかと想像します。 

 

②日本の国のかたち 

「名こそ惜けれ」という言葉をお聞きになったこ

とがあると思います。この言葉は言うまでもなく、

坂東武者の中に育った「精神美学」であります。 

そして武士の時代となり、武士が生きていく上での

基本基準となったのです。 

当然今の時代でも日本人が最も大切にすべき人

としての根幹なのです。 
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・名に恥じることはしない 

・自分の言動は、自分が責任を持つ 

・自分を律して初めて他を大切にすることができる 

このように「名こそ惜けれ」は日本人の誇り高い

美学でありました。この美学が源流となり明治の高

い倫理観となるのです。 

明治の役人は「痛々しいまでの清潔さ」で汚職を

嫌い、公の意識が国民全体にあふれ、高い倫理観で

驚異的な発展を成し遂げました。 

それだけではなく戦後の発展そして大災害から

の復興など日本人の真面目で勤勉なところは世界

の認めるところであります。 

日本の国のかたちは、坂東武者の時代から受け継

がれた「名こそ惜けれ」の精神美学が大きな要因で

あることは間違いないと思います。 

 

③日本人のロータリー感 

このような高い倫理観を持った日本人が大正 18

年 アメリカから来たロータリークラブに出会う

のであります。 

倫理観を重んじる日本人にはロータリーの考え

方が受け容れられたと考えます。 

なぜならばロータリーは奉仕を実践する前に、奉

仕をするに値する人づくりを求め、例会を通じての

自己の向上、そして高い職業倫理を持つことに重点

を置き、それが奉仕の実践に繋がる考え方があった

からです。 

 

④RIの今 

最近の RI は、ロータリー財団の活動が中心とな

っています。 

その大きな事業として 1985 年よりポリオプラ

ス・プログラムが発足しました。ですが今なおポリ

オ撲滅に至っておりません。 

この活動への寄付額は最終的に 12 億米ドルを上

回る見込みです。 

しかも撲滅の見通しは未だたっていないのが現

状です。 

そして何より残念なのはこれほどの貢献をして

いるにも関わらず、ロータリーの名前が殆ど広報さ

れていないことです。 

このことは非常に残念なことであります。 

 

⑤日本のロータリーの今 

日本のロータリーの現状を見た時、「学ぶ意欲の

欠如」「例会の形骸化」「ワクワク感の欠如」「オリ

ジナリティーのなさ」そして最も大切な「親睦の欠

如」が見受けられます。 

そしてそこに残されたものは「何もしないという

自治権」になってはいないでしょうか。 

最初に書きましたようにロータリーの原点は会

員同士の生涯の友情であります。それがエンジンと

なりクラブに新しい発想と展開を生むことが最も

大切なことであり、その結果として、生き生きとし

たクラブになると確信しております。 

まずは、クラブが活性することで全てが変わる一

歩となることを期待します。 

 

 

 

○石原 正裕 君 

役員の方々、御苦労様です。あともう少しよろし

くお願いします。 

 

○草野 旦 君 

 黒田様、よくお越し下さいました。 

 那須会長、長い間、御苦労様でした。もうゴール

は目の前！ニコニコ・・・。 

 

○前田 正明 君 

 黒田ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐様 一年間ありがとうございま

した。 

 

○槙野 稔 君 

 ナス丸着岸おめでとう。 

 

○中村 敏治 君 

 黒田ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐様、一年間、ご苦労さまでした。

今後とも宜しくお願い申し上げます。 

 

○那須 範満 君 

 黒田ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐、一年間御指導ありがとうござい

ました。今日で任務は終わりです。ニコニコ。 

 

○阪上 栄樹 君 

 黒田ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐様ようこそ！！一年間ありがと

うございました。 

 

 

 

ニニココニニココ箱箱  
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□ソング 

 「われら日本のロータリアンの歌」       

桑田 昭世 会員 

 

□お客様 

 黒田 由弘 ガバナー補佐様（柏原 RC） 

 岸田 好史 ガバナー補佐幹事様（ 〃 ） 

 

□出席報告 

 会員数 出席免除 算定 本日 MU 出席率 

本日 34 2 32 27  84.38 

前々回 

6/8 
34 2 32 26 3 90.63 

 

□幹事報告 

① 6月20日の宝塚中プロバスクラブ勉強会の報告 

「宝塚市行財政白書」 

講師ざいせい工房 山本敏晴氏 

②来週の最終例会は午後7時よりホテルビアガーデ

ンでの移動例会です。 

例会前、午後6時３０より事務所にて、来期の理

事・役員の会議を行います。 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

週週間間報報告告  

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 

 セコムは飛行ロボット（ドローン）に

よる巡回警備サービスを 9 月に始めま

す。夜間の工場やショッピングモールな

ど、従業員のいない時間帯にドローンが

定期巡回して施設を撮影します。 

この画像データを解析して侵入の痕跡

や不審物の有無を判定します。 

設備の異常判定など保守点検へも応用

できるそうです。 

警備と保守はドローンの二大市場。汎

用性の高い機体を開発すると分野横断的

に用途を提案できる代表例になります。 

 巡回サービスの実現にあたり、信頼性

の高い再充電システムを実用化しまし

た。一般に GPS（全地球測位システム）

ではドローンの位置測定精度が数メート

ルずれることがあり、充電ポートに安定

して帰還することが難しかったが、セコ

ムはこの誤差を数センチメートルに抑

え、確実に再充電できるようにしました。 

いよいよターミネーターの時代ですね。 
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