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第 1149 回例会報告                             6 月  28 日(水） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日の例会  7 月    5 日（水） 次週予告  7 月  12 日（水） 

◎ソング 「君が代」「それでこそロータリー」 

                         小山 一子 会員 

◎プログラム 役員挨拶 

       会長、副会長、幹事、会計 

◎ソング 「われらの生業」 

             馬場 和代 会員 

◎プログラム 木戸ガバナー補佐訪問 

  クラブフォーラム（各委員長）                  

 

 

 

 

 

会長 山本 章太郎 

 

皆さん こんばんは。 

 私の会長在任中に起こった主な出来事です。 

7月 11日（選挙）アベノミクスの成否や憲法改正

などが争点の第 24回参議院選挙で、自公は改選過

半数を上回る 70議席を獲得。今回から選挙権年齢

が 18歳に引き下げられた。 

7月 13日（皇室）今上天皇・明仁が生前退位の意

向を示していると各メディアが報じた。 

7月 18日（ビジネス）ソフトバンクは、今後成長

が見込まれる IoT 事業への投資として、イギリス

の半導体開発会社 ARM ホールディングスを 3.3 兆

円で買収し、完全子会社化。 

7月 22日（社会）欧米で先に社会現象と言えるほ

ど反響を呼んでいる拡張現実（AR）技術を活用し

たスマホゲーム「ポケモン GO」の配信が、日本で

も始まった。 

7月 31日（選挙）東京都知事選の投開票が行なわ

れ、小池百合子が増田寛也、鳥越俊太郎などに大

差をつけて圧勝。 

8 月 3 日（政治）第 3 次安倍再改造内閣が発足し

た。安倍は新内閣を“未来チャレンジ内閣”と表

現し、経済最優先でデフレ脱却を目指すとした。 

8 月 5 日（スポーツ）南米初のオリンピックとな

るリオ五輪が開幕。205 の国と地域から約 1 万 1

千人の選手が参加。 

8 月 8 日（スポーツ）リオ五輪で体操男子団体の

決勝が行なわれ、日本が 3大会ぶりの金。 

8月 14日（芸能） SMAP が今年末をもって解散す

ると正式発表した。 

8月 21日（スポーツ）リオ五輪が閉会した。日本

のメダル数は金 12・銀 8・銅 21 の計 41 個と過去

最多。閉会式では次の開催地・東京をアピールす

るため安倍首相がマリオ姿に。 

9 月 1 日（ビジネス）ファミマとサークル K サン

クスが統合し、店舗数でローソンを抜き、セブン

イレブンに迫るコンビニ業界 2位となる。 

9月 3日（社会）週刊少年ジャンプで 40年にわた

り一度も休載なく連載された漫画『こちら葛飾区

亀有公園前派出所』が、17日に連載終了すると発

表された。

 

  R.I.会長テーマ 

   “人類に奉仕するロータリー” 

      会長 ジョン F. ジャーム 
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10 月 3 日（科学）東工大栄誉教授の大隅良典が、

オートファジーの研究によりノーベル生理学・医

学賞を受賞した。 

10 月 13 日（文化）米国のシンガーソングライタ

ー、ボブ・ディランが、今年のノーベル文学賞に

選ばれた。 

10 月 26 日（社会）総務省が国勢調査の確定値を

発表。日本の人口は 1920年の調査開始から初めて

減少に転じた。 

10月 28日（社会）ピコ太郎のコミックソング「ペ

ンパイナッポーアッポーペン」が、史上最短の尺

で全米ビルボード・トップ 100 に入ったとギネス

記録に認定された。 

11月 9日（政治）（選挙）米大統領選が開票され、

共和党のドナルド・トランプが民主党のヒラリ

ー・クリントンとの接戦を制して当選した。 

11 月 30 日（科学）国際純正・応用化学連合は、

理研が合成した 113番元素の名称を、「ニホニウム」

にすると発表。元素記号も「Nh」に。元素名がア

ジアの提案で決まるのは初。 

12 月 12 日（社会）恒例の「今年の漢字」が清水

寺で発表され、森清範貫主が巨大な和紙に「金」

を揮毫した。 

2月 14日（教育）文科省が次期学習指導要領改定

案。社会科で「聖徳太子」は当時の呼称だった「厩

戸王」に、江戸幕府の「鎖国」は「幕府の対外政

策」に、などの変更がある。 

2月 24日（社会）毎月最終金曜日は早い時刻に帰

宅することを奨励し、個人消費の活性化を図ると

いう官民の取り組み「プレミアムフライデー」が

初めて実施された。 

5 月 7 日（選挙）フランス大統領選の決選投票が

行なわれ、中道派・独立系のマクロンが極右・国

民戦線のル・ペンに圧勝した。 

5 月 30 日（社会）有効求人倍率は昨月 1.48 倍に

なったと厚生労働省が発表し、バブル期のピーク

（1990年）を超える数字になった。 

6月 5日（政治）サウジアラビア、UAE、バーレー

ン、イエメン、エジプトの 5 ヵ国がカタールとの

国交断絶を発表した。 

 

 本日の本は、「誤解だらけの『食の安全』」日経

プレミア 有路昌彦著です。 

 食の安全に関しては、危険だとかこれを食べる

なという内容の方が人目を引きます。  安全だ

という本はなかなか出版されません。筆者は日本

で販売されているほとんどの食べ物に危険はほぼ

無いと言っています。しっかりした科学的裏付け

も無いのに危険だけをあおりがちな、出版物やマ

スコミなどに警鐘を鳴らす内容です。 

 確かに安全だという情報より危険だという方が

インパクトがあり、本がよく売れるそうですが、

その為に無駄に使われる費用や時間は膨大なもの

です。消費者が正しい認識や科学的知識を得るこ

との大切さを痛感しました。 

 

1年間ありがとうございました。 

 

 

ガバナー補佐活動報告               

阪神第 3グループガバナー補佐 阪 上 栄 樹 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 先ずは当クラブの会員の皆様全員に御礼申し上

げます。今年度一年間、つたない私をガバナー補

佐としてお支え頂き本当にありがとうございまし

た。特にガバナー補佐幹事としてお支え頂いた古

川様、田辺様、前田様の３人にはお忙しい中本当

にありがとうございました。 

厚く御礼申し上げます。 

 一昨年の 7月に当クラブより今年度のガバナー

補佐に推薦され、一昨年の 9月と 12月そして、昨

年の 2月と室津ガバナー主催の 3回のガバナー補

佐研修会が実施され、補佐の役割を勉強してまい

りました。そして、昨年 4月 2日に開催されまし

た柏原 RCの黒田ガバナー補佐主催の阪神第３グ

ループI.M.で次期ガバナー補佐として紹介されま

した。

プログラム 
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昨年の 6月 4日に当宝塚ホテルにおいて前期の黒

田ガバナー補佐と合同で阪神第３グループの今期

第１回目の会長・幹事会を実施しました。その席

に於いて今期のクラブ協議会を含む訪問予定を各

クラブにお渡ししました。７月に新年度を迎え、

各クラブをご挨拶のため訪問しました。第１回目

の訪問の際には出来るだけ補佐幹事の皆様にもご

一緒していただきました。第 2回目のクラブ訪問

がクラブ協議会です。このクラブ協議会のガバナ

ー補佐の報告書に基づいてガバナーの公式訪問が

実施されます。宝塚武庫川 RCのクラブ協議会が 7

月 14日で最初のご挨拶を兼ねて訪問しました。最

後が 10月 28日に HYOUGOロータリーEクラブのク

ラブ協議会で、このクラブは例会場がありません

ので会長、幹事、次期会長、次期幹事の 4名と補

佐幹事 3名に我が家にお越しいただき実施させて

頂きました。 

 この間 10月 1日（土）には当 2680地区グルー

プの中で尼崎グループが最初のI.M.をアルカイッ

クホールで実施され、参加して参りました。10月

23日（日）には地区のロータリー財団セミナーに

出席しました。そして、11月 6日（日）には城崎

の西村屋ホテルにて但馬グループI.M.が実施され、

これにも参加して参りました。そして、昨年の 11

月 12日（土）には東播第１グループ I.M.が明石

で実施され、前田補佐幹事にご出席頂きました。

同日、三田 RCにホストをお願いし、今期第 2回目

の当グループ会長・幹事会を三田で実施致しまし

た。この会の目的は I.M.のご案内と全員登録のお

願いが目的で、当日各クラブには前田会員に作っ

て頂いた I.M.の案内のチラシを配布致しました。

その翌週から I.M.のご案内のため、竹原 I.M.実行

委員長と一緒に各クラブを再度訪問致しました。 

 12月になり 11日（日）には職業奉仕セミナー、

15日（木）にはガバナー補佐会議、18日（日）に

は地区補助金セミナーに出席しました。 

 今年の 1月になり第 2週目から新年のご挨拶と

地区大会、I.M.のご案内のため、プロバスクラブ

も含め訪問いたしました。プロバス訪問だけ前田

補佐幹事にご一緒していただきましたが、宝塚 3

クラブ合同例会もあり、後は 1人で訪問致しまし

た。2月 4日（土）には東播第２グループと西播

第 1グループ I.M.が実施され西播第１グループ

I.M.には前田補佐幹事にご出席頂き、私は東播第

2グループ I.M.に出席しました。5日（日）には

神戸第 2グループ I.M.に出席し、10日（金）には

古川、田辺両補佐幹事と一緒に柏原、篠山両 RCの

合同例会に出席してまいりました。11日（土）に

は阪神第 2グループ I.M.に出席しました。 

そして、18日（土）は当グループ I.M.が実施され

ました。 

今期はくしくも、ロータリー財団創立 100周年の

年でもありましたので、当阪神第 3グループの

Intercity Meeting もロータリー財団 100周年記

念と冠して実施する事と致しました。そして、2

月のロータリーの月間テーマは「平和と紛争予防

／紛争解決」です。そこで、今回は国外に目を向

け、国連職員として途上国で様々な活動経験をさ

れている村田俊一関西学院大学総合政策学部教授

に「21世紀型の国際協力とは？」をテーマに講演

をお願いいたしました。皆様はどのようにお聞き

になられましたでしょうか。 

2月 25日（土）には東播第３グループ I.M.に出席

し、3月 4日と 5日は地区大会に出席しました。

24日（金）には宝塚中 RCが来期 25周年を迎える

こともあり、神戸ベイ RCの 25周年記念例会に次

期会長の田辺会員と次期幹事の那須会員とともに

参加しました。4月 22日（土）にはたつの市赤と

んぼ文化ホールで開催された、当地区最後の西播

第 2グループ I.M.に参加しました。 

5月 21日（日）には阪神第３グループゴルフコン

ペが矢野会員の計らいで宝塚高原 GCにおいて開

催されまして多くのご参加を頂きました。クラブ

のホームページに写真が掲載されておりますので

ご覧ください。 

6月 2日（金）には最終のガバナー補佐会議が開

催され、3日（土）には今期 3度目の会長・幹事

会を来期と合同でアベーラにて開催しました。15

日から 23日まで最終のクラブ訪問を実施し、各ク

ラブの年度末会務報告を聞きお礼の挨拶をしてま

いりました。訪問しました各クラブどのクラブも

大変丁重にご対応頂きました。 

24日（土）には地区の感謝の集いに参加し、ガバ

ナー補佐としての役割を終える事が出来ました。

前半期に 28回後半期に 27回、合計 55回のメーキ

ャップとなりました。今期クラブ例会が 47回です  
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から倍以上の出席となり、本当にロータリーどっ

ぷりの 1年間でした。 

今年度の最後を迎えるにあたり、色々な思いはあ

りますが、ロータリーの標語には第 1 に「超我の

奉仕」（Service Above Self）と第 2 標語「最も

よく奉仕する者、最も多く報いられる」（They 

Profit Most Who Serve Best）があります。ガバ

ナー補佐をさせて頂いたことによって、多くの他

クラブを訪問し、他グループの I.M.に出席するこ

とにより、ロータリーの基本である奉仕について

多くを考えさせられ、学ばせて頂いた一年でした。 

 来期は当クラブも 25周年を迎えますが、当クラ

ブの例会がその場に集われました皆様にとりまし

て、少しでも有益な時間となるよう、初心に戻っ

てクラブ運営に協力したいと思っております。 

 最後になりましたが、お支え頂きましたホスト

クラブの仲間の皆様に改めて心より感謝申し上げ

ます。本当にありがとうございました。                  

 

 

○蓮尾 春輝 君 

本日で、出席・ニコニコの係が終わります。 

まわりの皆様に多大なるご迷惑をおかけしました

事をおわび申し上げます。 

 

○中村 敏治 君 

今期は欠席が多くすみませんでした。 

来期は頑張って出席しようと思っておりますが？ 

 

○大西 利哉 君 

山本会長、芝池幹事他理事・役員の方々ご苦労様。 

次期田辺会長、楽しい例会期待しています。 

 

○矢野 浩臣 君 

山本会長、芝池幹事、1年間お疲れ様でした。 

 
本日のニコニコ     37,000円 
本日までの合計  1,225,820円 

 

 

□ソング 

「四つのテスト」  

                          野木 久子 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 33 2 31 24  77.42 

前々回 

6/14 
33 1 32 26 3 90.63 

 

□幹事報告 

1年間ありがとうございました。 

 

******** ☆☆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 

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

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当クラブＨＰへのＱＲコードです。 

スマホでお試し下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

ニコニコ箱 

週間報告 

 今週の本 

「誤解だらけの『食の安全』」日経プレミア 

 有路昌彦著 

 

 

 


