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第 1282 回例会報告                                  8 月  5 日(水） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日の例会（1283回）     8 月    19日（水） 次週予告                   8月  26 日（水） 

◎ソング   「我等の生業」 

     小山 一子 会員 

◎プログラム  卓 話                  

坂上 安夫 会員 

◎ソング    「奉仕の理想」 

          小山 一子 会員 

◎プログラム   卓 話                  

            阪上 栄樹 会員 

 

 

 

 

 

会長 馬場 和代 

皆さま今晩は！ 

8 月は会員増強・新クラブ結成推進月間という

ことで、地区の会員維持増強委員会の副委員長で

あられます甲子園 RC の天羽公夫様、そして 委員

の神戸西神 RC の福井正博様におこしいただいて

おります。 

山内ガバナー補佐からも地区へ会員増強卓話に

ついて要請していただきまして本日はご多用のと

ころ暑い中ようこそお運び下さりありがとうござ

います。後ほどご指導よろしくお願い致します。 

 

7 月初頃より九州各地、長野県、山形県など豪

雨による川の氾濫や崖くずれなど大変な被害をも

たらした長かった梅雨が 7 月末やっとあけたとた

ん、一念で最も暑い“大暑”毎日 34～5度の猛暑！ 

2日先の 8/7は暦の上ではもう“立秋”（涼しい風

が初めて立つ頃）残暑になります。でも暑さはこ

れからです！皆さま、こまめにお水を飲んだり涼

をとって、熱中症にはくれぐれもお気をつけて下

さいませ。 

さて、この会員増強に関しまして、私共では純増

２名目標です。 

前年度末 諸々の事情による女性会員 3名を含め 6

名会員減少し、33 名が 27 名になってしまいまし

た。大抵 3 名は欠席ですので、さみしいスタート

になっています。 

クラブ多様化の為にも、職業分類表も参考にしな

がら女性会員、若い会員の入会に向けて、この方

なら。と思う方々に 会員の皆さまが、それぞれ

熱意をもってロータリーの魅力を語り、我クラブ

の特徴や楽しさ等を伝えていただきたいと思いま

す。 

純増 2 名といわず、数人でも会員皆でがんばって

参りたいと思います。 

“義を見て 為さざるは勇なきなり” 

（正しいと思うことは勇気を出して実行しましょ

う！） 

  

本日の私の卓話として「君子は豹変す」をとり上

げました。中国古典の１つ易経の一節ということ

です。 

 

  R.I.会長テーマ 

  “機会の扉を開く” 

     スシル・クプタ 
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豹の体の模様は夏毛と冬毛とで色がきれいに抜け

替わるところから「はっきり攻める」のをそれに

たとえています。 

「徳のある立派な人は自らの過ちをはっきり攻め

る」という意味 

しかし今ではたいていの人が誤って正反対の悪い

意味で使うことが多い 

×変わり身が早い、最初穏やかな態度で接してい

た人が突然態度を一変させおそろしく変身する。 

×「この間は別の事を云っていたのに、あの人君

子豹変だね」などと悪い意味で言う人が多いので 

気をつけて行きたいです！ 

 

今日のニュースで、宝塚歌劇公演 4名コロナ感染

により引き続き 8/16迄休演とありました。 

４ヶ月振りに再開した花組新トップおひろめ公演。 

観劇 私も 8/10 を楽しみにしていましたが残念で

す。 

 

武庫川 RC さまは８月はオンライン例会という報

告を先日いただいております。我クラブも盆明け

から本格的にレッスン進めましょう！ 

 

 

 

会員維持増強プログラム  

天羽 公夫 会員維持増強副委員長 

（甲子園ロータリークラブ） 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

プログラム 
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※全 44枚ございますが、☆印の付いている 16枚

を掲載させて頂きました。 

 

 

 

 

 

○天羽 公夫様（甲子園ロータリークラブ） 

 福井 正博様（西神ロータリークラブ） 

お世話になります。 

 

○馬場 和代 君 

 本日は地区の会員維持増強 副委員長、甲子園

RC の天羽公夫様、そして委員の西神 RC 福井正博

様ご多用のところ、暑い中ようこそお運び下さり

ありがとうございます。よろしくご指導下さいま

せ。私達クラブも純増２名なんとかがんばります 

 

○小山 一子 君 

2680地区 会員維持増強副委員長 天羽公夫様 

委員 福井正博様ようこそ。本日はご指導宜しくお

願いいたします。にこにこ。 

 

○阪上 栄樹 君 

天羽様、福井様 本日はようこそ！！ 

よろしくお願いします。 

 

○田辺 朱希美 君 

皆さまこんばんは！ 

本日は天羽副委員長さま、福井委員さま、お世話

になります。御教示の程、宜しくお願い致します。 

 

 

今回のニコニコ       18,000円 

本日までの合計      98,000円 

 

 

 

 

 

 

□ソング 

「君が代」「Be a Rotarian」 

小山 一子 会員 

 

□出席報告 

 
会員

数 

出席

免除 
算定 本日 出席率 

本日 27 1 26 22 84.62 

 

□お客様 

 天羽 公夫 様（会員維持増強副委員長） 

 福井 正博 様（会員維持増強委員） 

 

□幹事報告 

1． 2019-20 年度地区会計決算の報告が届いてい

ます。 

 地区大会登録料は＠13.000円は一般会計に繰入

られていました。 

２．ロータリーカード入会申込書が送られて来ま

した。ご希望の方はお申し出ください。 

３．会員維持増強委員会より、8 月 7 日(金)午後

12：30開会で場所はホテルオークラ神戸で、宇

尾委員長が会員維持増強についての卓話が有り

ます。参加されたい方は 3 日までにメールにて

登録をして下さい。 

４．クラブ管理運営委員会からオンラインミーテ

ィングの推進をするようにとお知らせが有りま

した。zoomを用いて例会中に何度かリハーサル

をしていく予定をしています。 

 

□理事会議事録 

日 時：8月 5日(水)20：00～20：30 

出席者：馬場、木本、大門、阪上、竹原、古川、

石原 

１．クラブ細則の改正と、役員表の改正、会長の 

運営方針を差し替える。 

２．5～10 年後を見据えてのビジョンを文章で作

成する。 

３．危機管理マニュアルに新型コロナウイルスや 

  自然災害などを加えて改正していく 

４．オンラインミーティングの推進にあたり、テ 

  ストランを行っていく。 

５．今まで郵送していた会報をペーパーレスにし

たので、各クラブには一斉メールをする。 

 

 

ホームページ 

https://www.tknakarc.com 

 

事務所 ＦＡＸ番号  0797-83-1110 

事務所 Email  tknaka@tknakarc.com 

ニコニコ箱 

週間報告 


