
 

第 1284 回例会報告    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日の例会（1285 回）     

◎ソング   「君が代」「Be a Rotarian

     小山

◎プログラム 卓 話          

 

 

 

 

 

会長

皆様こんばんは。 

本日はお客様おいででないですが、どうぞお気軽

にお過ごし下さい。 

・宝塚中ロータリークラブ細則（案）を本日お配

り致しました。しっかり目を通されてまして

週にもお持ち下さい。 

長期計画委員会 → 戦略委員会に変更

採決を取りますので欠席されないようにお願い致

します。  

・差し替えのお願い 

① 役員表変更部分 

 危機管理委員会２名相談員蓮尾会員

副委員長に青少年奉仕副委員長

国際奉仕副委員長 蓮尾会員

② 会長運営方針 

本年度当クラブ目標 

委員会活動活性化 純増１名→２名

 

他クラブからの例会中止と変更のお知らせが沢山

来ています。 

 

  R.I.会長テーマ 

  “機会の扉を開く”

     スシル・クプタ
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 9 月    2 日（水） 次週予告             

Be a Rotarian」 

小山 一子 会員 

             

竹原 善記 会員 

◎ソング    「それでこそロータリー

          

◎プログラム   卓 話 

            

会長 馬場 和代 

本日はお客様おいででないですが、どうぞお気軽

・宝塚中ロータリークラブ細則（案）を本日お配

り致しました。しっかり目を通されてまして次々

戦略委員会に変更 

採決を取りますので欠席されないようにお願い致

危機管理委員会２名相談員蓮尾会員  

副委員長に青少年奉仕副委員長 神尾会員 

蓮尾会員  

純増１名→２名 

他クラブからの例会中止と変更のお知らせが沢山

本日は国際ロータリー、ホルガー

からのご挨拶が 2020 年

ので読ませていただきます。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

ロータリアンとローターアクターの皆さま

今年度に国際ロータリー会長を務めることができ、

大変光栄に感じております。ロータリーにおいて

重要な仕事が私たちを待ち受けていますが、同時

に多くの楽しみもあります。

 

私たちは昨年度、ロータリーのより良い未来を築

くための 5 年間の行動計画を開始しました。

計画では「より大きなインパクトをもたらす」「参

加者の基盤を広げる」「参加者の積極的なかかわり

を促す」「適応力を高める」という優先事項に取り

組みます。この数か月でロータリアンとローター

アターは、未来への新たな道を切り開き、これら

の目標が実現可能であることを既に示してきまし

た。 

紛れもなく、新型コロナウイルスによってロータ

リーはこれまでも想像もしなかった新たな課題に

” 

ル・クプタ 
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            8 月  26 日(水） 

                  9 月   9 日（水） 

「それでこそロータリー」 

          小山 一子 会員 

               

  田辺 朱希美 会員 

本日は国際ロータリー、ホルガー・クナーク会長

年 8 月 19 日に来ております

ので読ませていただきます。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

ロータリアンとローターアクターの皆さま 

今年度に国際ロータリー会長を務めることができ、

大変光栄に感じております。ロータリーにおいて

重要な仕事が私たちを待ち受けていますが、同時

に多くの楽しみもあります。 

私たちは昨年度、ロータリーのより良い未来を築

年間の行動計画を開始しました。この

計画では「より大きなインパクトをもたらす」「参

加者の基盤を広げる」「参加者の積極的なかかわり

を促す」「適応力を高める」という優先事項に取り

組みます。この数か月でロータリアンとローター

アターは、未来への新たな道を切り開き、これら

の目標が実現可能であることを既に示してきまし

紛れもなく、新型コロナウイルスによってロータ

リーはこれまでも想像もしなかった新たな課題に

●例会場 宝塚ホテル 

丁目１７－８－２  

83-1110 

玲子 ●会報委員長 山本 章太郎 
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直面しています。しかし、どのような課題にも、

それを上回るほど大きな機会が存在するものです。

今年度のテーマを私が選んだときには知り得よう

もなかったとこですが、新年度に乗り出した私た

ちにとって、「ロータリーは機会の扉を開く」のテ

ーマはさらに大きな重要性を帯びています。 

ロータリーの会員がこの状況に適応し、新型コロ

ナウイルスに対応していることに、私は感銘を受

けています。コロナウイルス世界的流行により、

多くのクラブでは通常通りの活動が困難になって

います。しかし、私たちは必ずやこれを乗り越え

ます。この数カ月間、私は数百ものクラブを自宅

から「訪問」するという新しい方法で、ロータリ

アンやローターアクターの皆様との交流を楽しん

できました。バーチャルな方法で多くの例会に出

席するのも楽しいものです。まだオンライン例会

を試したことのないクラブは、オンライン例会を

開いたり、ほかの地域・国のロータリークラブや

ローターアクトクラブからのゲストスピーカーを

オンラインで招くなど、何らかの形でオンライン

の要素を取り入れることをお勧めします。 

ロータリーの頑固な未来を築くには、新しい人に

声をかけ、ロータリーに迎え入れることが重要で

す。また、地域社会を反映したクラブづくりも大

切です。より多様なクラブとリーダーが集まれば、

ロータリーは変わりゆく世界とのつながりを強固

に保つことができるでしょう。 

ですから、会員一人ひとりの価値観をロータリー

が大切にしていることを、あらゆる機会に示そう

ではありませんか。学んだことを土台とし、新た

な現実を受け入れ、新しい顔を歓迎し、輝いてい

く新たな方法を見つけるために、この機会をとら

えましょう。これこそが、世界にインパクトをも

たらし続ける方法です。そのための援助が必要を

なった場合には、目標達成に役立つロータリーの

多くのリソースをご利用いただけます。 

地域によって「ロータリー」がもつ意味は異なる

かもしれませんが、私たちは皆、同じ中核的価値

観と「四つのテスト」によって結ばれています。

ロータリーが変化しようとも、その価値観が変わ

ることはありません。 

皆さまがクラブや地域社会でいかに参加を促し、

インパクトをもたらしているかをお聞きできるこ

とを楽しみにしています。「ロータリーは機会の扉

を開く」とは、奉仕の恩恵を受ける方々、そして

私たち会員の両方に共通するテーマです。 

 

感謝の気持ちを込めて 

2020-2021 年度 RI会長ホルガー・クナーク 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

 

 

 

卓 話 

阪上 栄樹 会員 

 

【ロータリークラブの基礎知識】 

 

・ロータリークラブとは 

・ロータリークラブの誕生 

・ロータリーの５つの理念 

・ロータリアンの義務 

・ロータリーの組織構成 

・ロータリーの主な会合 

・ロータリークラブの組織 

・ロータリーの公式標語 

・決議 23-34 

・ロータリー用語説明 

 

 

 

※当日に資料をお渡ししたので、目次だけ掲載さ

せて頂きました。 

 

 

 

プログラム 
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○定藤 繁樹 君 
 猛暑お見舞い申し上げます 
8 月 23 日 69 回目の誕生日でした。津軽びいどろ

ありがとうございます。 
 

今回のニコニコ        3,000 円 

本日までの合計      112,000 円 

 

 

 

 

 

□ソング 

「奉仕の理想」 

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 

なし 

 

□幹事報告 

日本で最初に東京ロータリークラブが創立され今

年で 100 周年を迎えることを記念して、特殊切手

が発行されます。 

発行日は 9月 18 日(金)、1 シート 840 円が全国の

郵便局などで販売されます。 

 

本日配りました細則の改正案について、9 月 9 日

の例会にて臨時総会を行いたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

☆☆9月のお祝い☆☆ 

会員生日 

１日 竹原 善記 会員 

8 日 小山 一子 会員 

奥様（ご主人）誕生日 

13 日 槇野 真理 様 

19 日 定藤 登紀子 様 

結婚記念日 

1 日 細川 洋一・潤子 様 

24 日 森信 静治・美恵子 様 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


