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第 129１回例会報告                                 10 月  21 日(水） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日の例会（1292 回）    10 月   28 日（水） 次週予告                   11 月  4 日（水） 

◎ソング   「それでこそロータリー」 

     小山 一子 会員 

◎プログラム  卓 話           

古川 彰治 会員 

◎ソング 「君が代」「Be a Rotarian」 

            小山 一子 会員 

◎プログラム                   

           ガバナー公式訪問  

 

 

 

 

 

会長 馬場 和代 

 

皆様こんばんは。本日はガバナー補佐 山内 利

樹様、ご随行の小南 稔彦様ようこそお越し下さい

ました。ご指導宜しくお願いします。そして阪上

会員がお誘いくださった三木 将平様ようこそ！

どうぞごゆるりなさって下さいませ。 

ガバナー月信No.4に2022-23年度ガバナー紹介

で阪上栄樹会員のプロフィールが大きく載ってい

ます。9 月初めにノミニーとして指名を受けられ

てから、阪上会員そして代表幹事の古川会員は沢

山の勉強資料と、たびたびの委員会（研修会）へ

のご出席ご苦労様です。私たち会員は、会員研修

の竹原会員が作成してくださったRCの基礎知識5

部を今一度復習し、来たる年に備え今出来ること

を着実に実行し、そして増強にも努力して活気を

もって進みたいと思います。 

先月初めよりクラブの長所や要望、提案など無

記名でアンケートを書いていただき、たくさんの

意見が集まりました。幹事にまとめてもらいまし

た。後日皆さまにお配り致します。皆さまご承知

の通り、魅力、自慢、良い点は多いですが提案も

ありますので理事会に計って取り上げられるのは

取りあげ、変えていけるところは変えていけたら

と思います。 

今年度はコロナ禍で自粛を強いられています。 

Ⅰ.戦略計画として毎年実施しています、 

① 講演会「健康生活 100 年時代」と題して今年

も計画いたしました。地区補助金申請も 1.2

月頃から準備作成し承認されました。公共イ

メージ向上そして増強につなげたいと予定し

ておりました。11 月を 4 月 3 日に延期いたし

ました。年が明けたら実施できるかどうか見

きわめて宝塚市配布の冊子その他に広告を出

すつもりです。集客力、元気、癒しの為に元

カゲキ男役トップさんもお願いしました。 

② 「スポーツ百貨店」は子供たちに大変人気で

すが、先日宝塚スポーツ協会との協議の場に

我クラブから長期計画委員長の古川会員、青

少年奉仕委員長の神尾会員、木本幹事そして

私も参加してこちらからの申し出で残念なが

ら今年度は中止といたしました。 

 

  R.I.会長テーマ 

  “機会の扉を開く” 

     スシル・クプタ 

●創 立 平成 5 年 4 月 10 日 

●例 会 毎週水曜日（19：00〜20：00）  ●例会場 宝塚ホテル 

●事務所  〒665-0845  宝塚市栄町１丁目１７－８－２  

●電 話 0797-83-1110  FAX  0797-83-1110 

●会 長 馬場 和代 ●幹事 木本 玲子 ●会報委員長 山本 章太郎 
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Ⅱ.今年度は宝塚ホテルも新築され費用も大幅に

上がり、会員数は減少になっていますので経費

削減のため、 

・ピアノ演奏、会報紙の印刷取りやめ希望者のみ

コピーを渡す。 

・例会は 5 週目なしとし月 4 回まで、クリスマス

例会もとりやめました。ソーシャルディスタン

スの為、宝塚ホテル、若水さんにお願いして大

きめの部屋をお願いしています。 

・zoom 例会も一度レッスンしてみましたが、会員

皆さまの希望で通常例会としています。 

・半年様子を見て大幅予算オーバーになれば例会

を減らすとか zoom を入れるとか検討すること

にしています。 

Ⅲ.会員増強に関しては、田辺委員長も最初から熱

心に取り組んで下さっています。又、一部の会

員の方は声掛けや候補を出したりして頑張って

います。今日も三木様いらして下さっています。

心から歓迎致します。来月からでも是非ご入会

なさって下さい。 

 先ほど前田さんがご入会されると聞きました。

皆さんどうぞ増強がんばってください。 

Ⅳ.親睦委員会、いつも我クラブ会員が楽しみにし

ていますグルメ会やバスツアー等今のところコ

ロナの影響で全て断念していますが、GoTo トラ

ベル、GoTo イートと国も推奨していますので、

年明け頃から委員長さまご検討のうえ計画下さ

れば嬉しいです。 

Etc…古川戦略委員長が提案して下さった、 

・委員会活動活発化の為にも委員を 2～3年続行す

るのもとてもいいと思います。 

・広報の為に、地域タウン誌担当者や国際交流協

会の方を例会に招待したり宝塚在住の外国人の

方に卓話の依頼も是非実施したいです。 

・My Rotary 登録率 システムにエラーがあり只

今 68％強。あと少しで 70～75％を達成するので

今年中に頑張ります。 

 

 

クラブ協議会 

ガバナー補佐訪問 

ガバナー補佐をお迎えしてのクラブ協議会でした。 

 

今年の当クラブの目標です。 

・会員増強：純増 1名 

・奉仕活動への参加：12名 

・新会員の推薦：2名 

・リーダーシップ養成への参加：2名 

・地区大会への出席：10名 

・地区研修への参加：10名 

・年次基金への寄付：4320 ドル 

・奉仕プロジェクト：1 

・クラブ戦略計画 

・インターネット上への存在感 

・親睦の為の活動：1 

・Web ｻｲﾄとｿｰｼｬﾙﾒﾃﾞｨｱの更新：4回/月 

・クラブのプロジェクトのメディア掲載：2 

 

※マイロータリーのクラブの目標設定にて詳しく

ご覧頂けます。 

 

 

 
○山内 利樹 ガバナー補佐 （篠山 R.C） 
 今日はクラブ協議会に出席させて頂きます。宜

しくお願い致します。この度は、阪上ガバナーノ

ミニーご就任おめでとうございます。 
 
〇小南 稔彦 ガバナー補佐幹事 （篠山 R.C） 
 夜景が優雅で気分が上がります。本日はお邪魔

致します。 
 
〇馬場 和代 君 
 ガバナー補佐 山内利樹様、ご随行の小南様、よ

うこそお越しくださいました。本日はよろしくご

指導下さいませ。阪上会員がお誘いくださった三

木様ようこそ。どうぞごゆるりとお過ごし下さい

ませ。今日は暖かいとてもいいお天気でした。ニ

コニコ 
 

プログラム 

ニコニコ箱 



 
3 

〇古川 彰治 君 
 山内ガバナー補佐、随行の小南さん、本日は宜

しくお願い致します。又 2 年後是非ご協力応援、

宜しくお願いします。 
今日日本最初の神戸ゴルフクラブに行ってきまし

た。なかなか重厚のある歴史を感じる素晴らしい

ゴルフクラブでした。 
 
〇小山 一子 君 
 ガバナー補佐 山内様、ご随行の小南様ようこそ。

本日はご指導宜しくお願い致します。にこにこ！ 
 

〇阪上 栄樹 君 

 山内ガバナー補佐様ようこそ！！本日は宜しく

お願いします。三木様、是非ご入会をよろしく！！ 

 

今回のニコニコ       22,000 円 

本日までの合計      165,000 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 21 80.77 

 

□お客様 

 山内 利樹 ガバナー補佐（篠山ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ） 

 小南 稔彦 ガバナー補佐幹事（ 〃 ） 

 三木 将平 様（阪上会員ご紹介） 

 

□幹事報告 

１．「地区補助金プロジェクト見学訪問の案内」が

来ています。 

２．前田会員が再入会されることになりました。 

３．2021 年台湾国際大会の地区旅行２次募集をし

ています。 

４．例会終了後、臨時理事役員会を行います。 

 

□臨時理事会 議事録 

日 時：10 月 21 日(水)20：00～20：30 

出席者：会長、幹事、理事役員全員 

１．ＩＭ篠山 RC とグループフェスタ、地区大会に

は出来るだけ全員参加して頂きまして、その

次の例会は休会と致します。 

【休会】2月 24 日（水）、3月 10 日（水） 

２．次週の例会でアンケートの回答を配布する。 

３．クラブフォーラムの 12 月 23 日と来年の 1 月

20日は古川会員よりホストクラブとしての役

割決めなどのお話をして頂きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

週間報告 


