
 

第 1285 回例会報告    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日の例会（1286 回）     

◎ソング   「それでこそロータリー

     小山

◎プログラム  卓 話          

田辺

 

 

 

 

 

会長

皆さま こんばんは。 

本日もお客様はおいででないですので、どうぞお

気楽にお過ごしください。 

 

１） 先週の例会時、会員の研修委員会より、竹原

副委員長が作成してくださったロータリーク

ラブ基礎知識 6 部の冊子、ありがとうござい

ました。 

とても分かりやすくまとめていただいていま

す。皆様しっかり読んで勉強してください。

またこれを教材に例会後ときどき研修会を持

っていきたいと思います。 

質問されたいことなど考えておいてください。

対象は、入会後一度も研修を受けてない会員

の方々、漢字、会長、ほか希望者です。

２）9 月の月初理事会にて各委員会の進捗状態を

委員長様に上程していただきます。

  話し合いをもたれましたでしょうか？今日の

理事会に各委員長様もお残りくださいませ。

 

  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    9 日（水） 次週予告             

それでこそロータリー」 

小山 一子 会員 

             

田辺 朱希美 会員 

◎ソング    「われら日本のロータリアン

          

◎プログラム   卓 話 

            

会長 馬場 和代 

 

本日もお客様はおいででないですので、どうぞお

先週の例会時、会員の研修委員会より、竹原

副委員長が作成してくださったロータリーク

部の冊子、ありがとうござい

とても分かりやすくまとめていただいていま

す。皆様しっかり読んで勉強してください。 

またこれを教材に例会後ときどき研修会を持

 

質問されたいことなど考えておいてください。 

対象は、入会後一度も研修を受けてない会員

の方々、漢字、会長、ほか希望者です。 

月の月初理事会にて各委員会の進捗状態を

委員長様に上程していただきます。 

話し合いをもたれましたでしょうか？今日の

理事会に各委員長様もお残りくださいませ。 

来月は 3 週目にガバナー補佐訪問のクラブ協議会

もありますので、そして

ー公式訪問もあります。

クラブの魅力、良い点、悪い点を申し上げなけれ

ばなりませんので、来週配るアンケート用紙

に皆様たくさんお書きください。

本日は時間の都合上、以上でございます。

 

 

卓 話  
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ル・クプタ 

●創 立 平成 5 年 4 月 10 日 

●例 会 毎週水曜日（19：00〜20：00）  
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●会 長 馬場 和代 ●幹事 木本 玲子
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            9 月  2 日(水） 

                  9 月  16 日（水） 

われら日本のロータリアン」 

          小山 一子 会員 

               

  田中 哲三 会員 

週目にガバナー補佐訪問のクラブ協議会

もありますので、そして 11 月 4日にはガバナ

ー公式訪問もあります。 

クラブの魅力、良い点、悪い点を申し上げなけれ

ばなりませんので、来週配るアンケート用紙

に皆様たくさんお書きください。 

本日は時間の都合上、以上でございます。 

竹原 善記 会員

 

●例会場 宝塚ホテル 
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「超我の奉仕」という人生哲学 

人生哲学という分かりにくい言葉を申しました

が、  

この様に理解して頂ければ良いかと思います。 

哲学とは自分の人生をいい方向に向けて より

よい人生を生きる知恵を偉大な先人から学んで

いくことであります。 

 しかし偉大な思想家の言葉を有難がることでも、

耳慣れた言葉を使って浮世離れした話をするこ

とでもない。 

 それは、自分と他人が生きている現実に向き合

って、とことん考えた末に、自分自身が変わる

ことにより、よりよい人生にすることです。 

  

 孟子の言葉に「側隠の情」という言葉がありま

す。 

 英語でいえば sympathy  

私たちが行動するうえで心に留め置く言葉です 

 すなわち相手の心情を深く理解し 相手の立場

に立って物事を感じること 

それがやがて人の最高の徳である仁に通ずるの

です 

 

この言葉こそロータリー哲学を表す言葉と思い

ます。 

 

皆長年仕事をしていますと、自分の常識が世間

の非常識であることに気が付かない人がいます。 

ロータリークラブは利害のない間柄、すばらし

い人たちとの付き合いが、いかに自分が至らな

いかを気付かせくれ、自分を成長させてくれま

した。 

 

何度も言いますがロータリークラブへ入会して

貴重な人生哲学を多くの先輩からお話を聞き、

今その時の先輩たちの年に近づく年となり、あ

の時の何気ないお話が、より良い人生を生きる

知恵であると気づくことがあります。 

 

最後にロータリークラブに入りロータリーを理

解するには、自分自身で学ぼうと思う気持ちが

なければなりません 

まず月に 1 回配られるロータリーの友とガバナ

ー月信を読んでください 

 

その中には先人からの知恵が書かれています 

是非お勧めします。 

 

 

 
○大門 美智子 君 
  
先週は突然の欠席、申し訳ありませんでした。 
おかげさまで、無事 5 人目の孫が生まれました。

女の子です。またクリスマス例会がさわがしくな

るかもしれません。どうぞよろしくお願いします。 
にこにこ 
 

 

今回のニコニコ       10,000 円 

本日までの合計      122,000 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 19 73.08 

 

□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。 

ニコニコ箱 

週間報告 



 
3 

□理事会議事録 

日 時：令和 2年 9月 2日（水）20:00～20：30 

出席者：馬場、木本、大門、大山、石原、阪上、

竹原、古川、川添、 

 

１．我クラブの魅力、ビジョン等のアンケート用

紙の作成内容の承認 

 質問内容など承認をされ、アンケートに書かれ

たことを全て書き出し全員に読んで頂くことと

なった。 

２．各委員長に活動計画、進捗状況などについて

発表。 

 各委員長に進捗状況を発表して頂き、これから

意見を聞きながら進めていく。 

３．戦略計画でスポーツ百貨店は今期行うか否か。 

 9 月 11 日に体育協会の理事会が有り、11 月中に

判定結果が出て決まる。 

 12月5日のクリスマス家族例会は、5月26日（水）

の「蛍を観る会」と一緒にする事になりました。 

 12 月 9日は休会の日でしたが、例会を行います

ので宜しくお願い致します。 

 

 

 

9 月お誕生日の竹原会員と小山会員です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


