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第 1150 回例会報告                             7 月   5 日(水） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日の例会  7月   12日（水） 次週予告  7月  19日（水） 

◎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） 

◎ソング 「我等日本のロータリアンの歌」 

             木本 玲子 会員 

◎プログラム  卓 話 

草野 旦 会員              

 

 

 

 

 

会長 田辺 朱希美 

 

皆さん こんばんは。 

 

 いよいよ新しいロータリー年度 2017～2018 年

度が始まりました。私、本日、大変重い小槌を受

け取りました。 

本年度の会長を務めさせて頂きます。田辺  朱

希美でございます。宜しくお願い申し上げます。

1997 年 2 月 堀会長年度に入会させて頂き、早！

20年！私、ロータリーでは成人式を迎えた事にな

るのですが・・・まだまだ未熟者ですので、諸先

輩方のご指導を仰ぎながら、これからの 1 年間〝 

一生懸命〝務めさせて頂きますので、会員の皆様

方の温かいご理解、ご支援、ご協力を賜わります

ように宜しくお願い申し上げます。 

又、本年度のしかも第一日目の例会に、篠山ロ

ータリークラブの大見春樹会長様、太野垣勝弘幹

事様、そして、柏原ロータリークラブの柳川拓三

会長様、足立義雄幹事様、皆様、ご遠方よりお越

し頂きまして本当に有り難う御座います。本年度

は、色々と会長、幹事会などでお世話になります

が宜しくお願い致します。ご一緒に頑張りましょ

う。どうぞ、ごゆっくりお過ごしくださいませ。 

そして、ロータリーの大先輩で、大変ご尊敬申

し上げます「超我の奉仕」を実践されその賞を受

賞されました宝塚武庫川ロータリークラブの水谷

先生ご夫妻。奥様の康子さまにも日頃何かとお世

話になっております。本日は、お越し頂き本当に

有り難うございます。そして又、 

大阪北ロータリークラブの和田さまにもお越し

頂いております。和田さまには、私共、宝塚中ロ

ータリークラブの 25 周年記念講演にピア二スト

の辻井 伸行君のお母さまでラジオパーソナリテ

イの辻井いつ子さまのご講演依頼に大変お力添え

を頂きました。 

本当に有り難うございました。皆様、25周年記

念講演に是非！お越し下さいませ。 

そして、竹原善記会員の奥様、満登里先生、私

共クラブの親睦会や講演会などで何時もバックア

ップして頂き、クラブに無くてはならない先生で

す。そして、草野旦会員の奥様、満里様。大西利
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哉会員の奥様、奈津子様、本当に本日この様に沢

山の方々にお越し頂き、例会を盛り上げて頂きま

した事に深く感謝申し上げます。共に今、大変感

激致しております。 

本当に有り難うございます。皆様、ごゆっくり

お過ごしくださいませ。 

本年度、宝塚中ロータリークラブは「奉仕に全

員で全力を尽くす」年度にと考えております。 

今期、ロータリーのイアン H, S,  ライズリーR I 

会長は「ロータリー；変化をもたらす」というテ

ーマを掲げられました。又、ロータリーの友の 7

月号の 2017～2019 年度国際ロータリー理事の石

黒慶一さまの就任メッセージに、110 年以上続く

ロータリーは、時代に適応して来たからこそ、存

続出来たのです。今、ロータリーは大きな変革の

時！大きな転換期！を迎えております。我々、個

人の事業を見ても同様で歴史の延長線だけでは将

来は無いと思います。 

自分にとっても、皆様にとっても変化をもたら

す 1 年になることを期待致します。と仰っていま

す。そして、石黒慶一様は又一方で、変革と共に、

継続性も大切です。継続性とは信頼性です。クラ

ブにおいて、ロータリー年度は 1年です。そして、

直前会長、会長、会長エレクト、幹事、各理事 役

員の方々との信頼性構築がとても大切ですと、仰

っています。その言葉に私は又、感銘を受けまし

た。 

私も本年度は、会員の皆様方との信頼性を深め

「奉仕に全員で全力を尽くす」1 年にをモットー

に、宝塚中ロータリークラブが、今まで以上に元

気な楽しいクラブにと発展致しますように、私自

身努力してまいりますので、会員の皆様方の温か

いご理解、ご支援、ご協力を賜わりますように宜

しくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

役員挨拶  

田辺会長、田中副会長、那須幹事、野木 SAA、

石原会計からの挨拶がありました。 

 

 

○和田 省一 様（大阪北ＲＣ） 

 田辺朱希美会長年度のスタート お目出とうご

ざいます！ 

 

○柳川 拓三 様（柏原ＲＣ） 

 本日は温かくお迎えいただきまして、ありがと

うございます。 

 今後共、よろしくお願い致します。 

 

○足立 義雄 様（柏原ＲＣ） 

 不手際、申し訳ありません。ご迷惑をかけまし

た。一年間 宜しくお願いします。 

 

○大見 春樹 様（笹山ＲＣ） 

 田辺丸の船出を祝して！ 

創立 25周年の成功をお祈りしております。 

 

○太野垣 勝弘 様（笹山ＲＣ） 

 今年度も 宜しくお願いします。 

 

○水谷 重康 様（宝塚武庫川ＲＣ） 

1．田辺会長様をはじめ役員皆様のこの一年の無事

なる航海をお祈りして。 

2．阪上様、前期ガバナー補佐おつとめご苦労様で

した。 

 

○川添 裕照 君 

 田辺丸の出航を祝して、無事に帰港できますよ

うに・・・。朝鮮半島が気になります。 

 

○小山 一子 君 

 田辺丸無事出航おめでとうございます。各クラ

ブ会長、幹事様ようこそ。皆々様 お身体大切に 

ご活躍を心よりお祈り申し上げます。にこにこ！

プログラム 

ニコニコ箱 
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○坂上 安夫 君 

 田辺丸、連合艦隊の出航おめでとう。 安全航

海 祈る！ 

阪上パスト・ガバナー補佐 ご苦労さんでした。 

未来永劫よろしくお願いします。 

 

○阪上 栄樹 君 

 田辺丸の出航を祝って！！ ニコニコ！！ 

本日御出席の皆様ようこそ！！ 

 

○田辺 朱希美 君 

 本日は私、田辺朱希美丸の出航です。 

笹山ＲＣの大見会長様、太野垣幹事様、柏原ＲＣ

の柳川会長様、足立幹事様遠方よりお越し頂き本

当に有難うございます。また、水谷先生御夫妻、

沢山の友人達、心から感謝致します。 

一年間頑張ります。御指導下さいませ。 

 

○田中 哲三 君 

 田辺年度の平穏、無事を祈念して！ 

 

○矢野 浩臣 君 

 華やかな初例会ですね！！ 

さらに活動計画が初例会で配布されるとは、田辺

会長、那須幹事のやる気を感じます。 

一年間よろしくお願い致します。 

 

本日のニコニコ  109,000円 

本日までの合計  109,000円  

 

 

□ソング 

「君が代」「それでこそロータリー」  

小山 一子 会員 

□お客様 

和田 省三 様（大阪北ＲＣ） 

柳川 拓三 様（柏原ＲＣ会長） 

足立 義雄 様（柏原ＲＣ幹事） 

大見 春樹 様（篠山ＲＣ会長） 

太田垣 勝弘 様（篠山ＲＣ幹事） 

水谷 重康 様（宝塚武庫川ＲＣ） 

田辺会長応援団 

田辺 源一郎 様（田辺会長の御主人） 

水谷 康子 様（水谷様の奥様） 

草野 満里 様（草野会員の奥様） 

大西 奈津子 様（大西会員の奥様） 

竹原 満登里 様（竹原会員の奥様） 

 

 

 

□出席報告 

 

 会員数 出席免除 算定 本日 MU 出席率 

本日 32 2 30 25  82.33 

前々回 

6/21 
33 2 31 22 5 87.10 

 

□幹事報告 

① 例会終了後「くすのき」でファイアーサイド

ミーティングを行います。多数のご参加をお願い

致します。 

② 例会終了後、理事・役員会を開催しますので、

理事・役員の方は例会場にお集まり下さい。 

 

スポット 

第一回社会奉仕委員会（7月 1日：西村屋） 

               田中 副会長 

 

半田委員長：ＲＩ方針 立案⇒予算化⇒実行 

地区組織 職業奉仕を奉仕プロジェクトから独立 

 

地域問題 社会奉仕アンケート７／１４配信 

締切り８／２０ 

補助金申請 セミナー１２／１７ 

 

教育   １／２０講演会（有料）各倶楽部 

３名出席よろしく 

プロバス  

羽賀小委員長（神戸西ＲＣ）は、神戸東ＰＢ会長 

    プロバスの案内書、ＲＩ方針が障害 

 

その他 国際大会への参加  

トロント⇒ドイツ⇒台湾⇒ヒューストン 

 

                   以上 

第 1回理事・役員会 議事録 

日・時 平成 29年 7月 5日 20：00～20：20 

 

出席者 田辺、田中、那須、野木、石原、古川、

竹原、阪上、山本

週間報告 
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議 題 

① 中村さん、大久保さんとの労働契約について 

中村さん：賞与は支給しない。それ以外の条件は

これまでどおりとする。 

大久保さん：賞与は支給しない。月ごとの定額か

ら回数に応じて支払うこととする。 

今期から新しい契約で行うことを承認。 

② 宝塚市文化財団主催のイベントへの参加につ

いて 

共催を承認する。 

③ 危機管理委員会について 

早急に設置を検討する。これに伴い、組織表 クラ

ブ細則を変更する。 

④ 9 月 6 日（水）田辺会長の紹介による職場訪

問について 

移動例会としないで例会は通常どおり行う。 

職場訪問として具体的にスケジュールを決めて参

加希望者を募る。 

⑤ 表敬訪問の登録料について 

表敬訪問時の登録料はクラブの負担とする。 

⑥ 芝池会員の退会について 

退会届を受理した。退会を承認。 

⑦ 健康講座の開催について 

日程、場所を早急に決める。 

講師は竹原 満登里先生にお願いする。 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7月誕生日の大門会員です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当クラブＨＰへのＱＲコードです。 

スマホでお試し下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今日は何の日 

7月 15日 

盆，盂蘭盆会（読み方：うらぼんえ） 

祖先の霊を供養する行事。胡瓜や茄子で牛や

馬の形を作りお供えする。 

7月 16日 

籔入り(やぶいり) 

商店に奉公している人や、嫁入りした娘が、

休みをもらって家に帰った日。この日と 1月

16日だけ実家に帰ることが許されていた。 

7月 20日 

月面着陸の日 

1969年のこの日、アポロ 11 号が月面の「静

かの海」に着陸し、人類が初めて月面に降り

立った(日本時間では 7月 21日早朝)。 

 

 

 


