
第 1103回例会報告                          7月  6日(水） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 山本 章太郎 

 

皆さん こんばんは。 

 

   本日から会長を務めさせていただきま

す。皆様のご協力をよろしくお願い致し

ます。 

本日は西宮ロータリークラブから山本

修士様がお越しくださいました。最後ま

でごゆっくりおくつろぎください。 

   

 

 

  会長運営方針 

    山本 章太郎 会長 

 

本年度、会長を努めさせていただきます。 

私は 1996年(平成 8年）クラブ発足から 3 

年目に入会し、いつの間にか 20年目を迎え 

ています。 

同時に入会したのは、今は故人となられ 

ました江崎グリコの常務であった中村正二

郎さんです。 

よくポッキーの機械をヨーロッパから輸入

して大成功を収めたと話されていました。 

入会した当時はロータリークラブのことは

全く知らず、分からないことだらけ状態で、

先輩会員にいろいろ教えて頂きました。特に、

今も現役で大活躍されている深川パストガバ

ナーの職業奉仕の講演は心に残っています。 

個人個人が奉仕することは大切であるが限

界がある。ロータリアンはそのスピリットを

自分の経営する会社や所属する組織に持ち帰

り伝えることで、自分の会社や組織のみなら

ず、社会全体にまで職業倫理をもって良い影

響を与えることができるという話でした。 

それ以来、PTA活動や地域社会の役員などを

させて頂いております。また、10 年前から、

法務大臣から委嘱を受けた非常勤の国家公務

員として、犯罪や非行に陥った人の更生を任

務とする仕事をしています。 

会員としての歴史は長いのですが、あまり

積極的にロータリーのことを学んでいません。

この 1 年間は、皆様にご指導を仰ぎながら責

任を全うする覚悟ですのでよろしくお願い致
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します。 

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。 

また、2016－17年度の当 2680地区の室津義

定ガバナーのテーマは「人類に奉仕するロー

タリー」です。ロータリーがさらに前進する

ためには、意欲と思いやりと知恵にあふれた

人たち、並びに新たなパートナーシップがも

っと必要であると述べています。 

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。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。 

 

本年度の当クラブの活動方針として、私は

「さわやかな奉仕活動」を提唱致します。 

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。 

幸いにも当クラブは前年度の那須会長およ

び会員が一丸となり、地区補助金による奉仕

プロジェクトとして宝塚テニス協会と協賛し

た「スポーツ百貨店」を成功させました。 

地区補助金の性質上、2年以上同じプロジェ

クトには使えないため、本年度はその素晴ら

しい成果を継承しつつ、新しい地区補助金に

よる奉仕プロジェクトである「宝塚ベガ・ク

ラシックフェスタ（仮称）」を宝塚演奏家連盟

の皆様と共同主催にて行うことが 2680地区に

より承認されました。 

目的は「宝塚ベガ・クラシックフェスタ」

を通じてハイクラスの音楽を市民に提供する

と同時に有能な若い演奏家の発掘・育成を行

なう。」です。 

阪急清荒神駅前にあるベガ・ホールは 1980

年に開館し、当時からパイプオルガンや高価

なピアノ等楽器類が常設されて、阪神間でも

っとも音響の良いホールとしてクラシック音

楽を中心に一世風靡した音楽施設です。「音楽

の街、たからづか」と言われ、宝塚市のイメ

ージアップに貢献してきました。しかし近年、

阪神間においても近代的な設備の音楽施設が

数多く増えるにつれ、宝塚に集まる「世界で

活躍できる優秀な若い演奏家」が他地域に流

出する傾向が顕著になっています。 

宝塚市は文化発信の街、タカラヅカの街と

して独自の発展を遂げてきた「文化立市」で

あり、特に音楽文化活動は地域社会の発展に

欠かせない要素としてその振興が望まれてい

ます。 

宝塚演奏家連盟は毎年「宝塚ベガ学生ピア

ノコンクール」の主催や「宝塚ベガ音楽コン

クール」の後援等で有能な演奏家の発掘・育

成を目的に活動を続けています。宝塚中ロー

タリークラブとしては宝塚演奏家連盟と連携

して宝塚に集まる「世界で活躍できる優秀な

若い演奏家」の発掘と育成を強力に推進して

いきたいと思います。 

宝塚市文化財団のご厚意により、「宝塚ベ

ガ・クラシックフェスタ」は 2016 年 12 月 3

日(土曜日)、宝塚ベガホールにて開催できる

ことになりました。また、当クラブの親クラ

ブである宝塚武庫川ロータリークラブおよび

宝塚ロータリークラブとも協議を始めており、

3 クラブ合同のプロジェクトに発展できれば

と考えています。 

また本年は当クラブが阪神第 3 グループの

IMを主催することになっています。、 

我がクラブをあげてこれらのプロジェクト

を成功させたいと思いますので、ご協力の程

よろしくお願い申し上げます。 
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○山本 修士 様（西宮 RC） 

 お世話になりまして誠にありがとうござい

ます。 

 

○古川 彰治 君 

 山本丸の出航を祝って、無事の帰港を。 

 

○蓮尾 春輝 君 

 今日から例会運営になります。よろしく。 

 

○栗田 義博 君 

 今日から 1 年、山本さん、芝池さん頑張っ

て下さい。私事ですが、この 7 月 1 日、兵庫

県警察の本部長賞を頂きました。皆様のお力

添えのおかげと感謝しております。ニコニコ。 

 

○阪上 栄樹 君 

 いよいよ新しい年度の始まりです。会員の

皆様サポートよろしくお願いします。 

 

○芝池 巌 君 

 西宮ロータリーの山本様、ようこそお越し

いただきました。これからもよろしくお願い 

します。幹事で頑張ります。今年 1 年よろし

くお願いします。 

 

○田辺 朱希美 君 

 山本丸、芝池丸の楽しい航海を祈って ニ

コニコ。 

 

 

□ソング 

 「君が代」「奉仕の理想」       

野木 久子 会員 

□お客様 

 山本 修士 様 （西宮 RC） 

  

□出席報告 

 会員数 出席免除 算定 本日 MU 出席率 

本日 34 1 33 28  87.88 

前々回 

6/22 
34 2 32 27 3 93.75 

□幹事報告 

①前期分の会費の納付書を皆さんにお渡しし

ています。今月末までにお振込みください。 

②年間のスケジュール表をお配りしています。

卓話の担当は名簿順にしておりますが変更等

の場合は事前にご相談しますがご協力くださ

い。 

 7月度 理事会 7月6日18：30～ 

出席者：山本、芝池、田辺、石原、野木、前

田、馬場、槇野、那須 

①2016-17年度修正の予算書およびスケジュ

ール等について了承を得た。 

②地区補助金プロジェクトにかかる会計担当

を木本玲子会員にお願いする事を本人および

理事からの承認を得た。 

③12月3日にベガホールで行なわれる演奏家

連盟との共同主催音楽イベントにつき、宝塚

ＲＣと宝塚武庫川ＲＣからも協力を得て事業

を行なう旨の経過報告が山本会長からあつた。 

 

会報委員長より会員の皆様へ 

会員の皆様の 

○愛読書 

○今興味のある本 

○会員のためになる本 

などなどを会報でご紹介できたらと思います 

どんどんお知らせください 

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

☆☆7月のお祝い☆☆  

会員誕生日  

9日 森信 静治 会員 

17日 大門 美智子 会員 

奥様（ご主人様）誕生日  

1日 小山 八郎 様 

11日 草野 満里 様 

25日 大西 奈津子 様 

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