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本日の例会（1293 回）     

◎ソング   「君が代」「Be a Rotarian

     小山

◎プログラム             

ガバナー公式訪問

 

 

 

 

 

会長

皆様こんばんは。いい秋日和が続いています。

行楽の秋、実りの秋、食欲の秋、スポーツの秋、

読書の秋、芸術の秋と何と楽しみの多い季節なの

でしょう！ 

芸術の秋といえば今年 4 月にオープンした宝塚

市芸術センターで、10/30～11/3

開催されます。11/11～11/17 大阪高島屋美術画廊

にて中村紀興展も開催されます。

音楽会多いと思います。皆さま楽しまれたらいか

がでしょう。Go To Eat、Go To 買物。宝塚全域仁

川～西谷まで第 11 回ワンコイン

ー2020 売り出しもあります。（11/1

先週のクラブ協議会では、委員会委員長様に事

前にお願いしていなかったので、それぞれ発表し

て頂かなくてすみませんでした。何か活動計画で

の発展や変更、提案などありましたら来週月曜日

（午前）に事務所へＦＡＸしていただければ嬉し

いです。 

さて、次の様な記事を見つけたので・・・

とりあげます。 

 

  R.I.会長テーマ 

  “機会の扉を開く”

     スシル・クプタ
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 11 月   4 日（水） 次週予告             

a Rotarian」 

小山 一子 会員 

                

ガバナー公式訪問  

◎ソング 「われら日本のロータリアンの歌

           

◎プログラム    卓 話

            

会長 馬場 和代 

いい秋日和が続いています。

行楽の秋、実りの秋、食欲の秋、スポーツの秋、

読書の秋、芸術の秋と何と楽しみの多い季節なの

月にオープンした宝塚

11/3 日本画協会展が

大阪高島屋美術画廊

にて中村紀興展も開催されます。11月には各地で

音楽会多いと思います。皆さま楽しまれたらいか

買物。宝塚全域仁

回ワンコイン de スタンプラリ

11/1～11/30） 

先週のクラブ協議会では、委員会委員長様に事

前にお願いしていなかったので、それぞれ発表し

て頂かなくてすみませんでした。何か活動計画で

の発展や変更、提案などありましたら来週月曜日

（午前）に事務所へＦＡＸしていただければ嬉し

さて、次の様な記事を見つけたので・・・ 

<冠者殿社と誓分払い

10 月 20 日は四条京極の「冠者殿社」の祭礼日

で、古くより京・大阪の商人や

参詣し、日頃の商売で商慣習上許される範囲の駆

け引きを行った罪を詫び神罰の放免を願いました。

この社は八坂神社の境外未社で四条京極の中に小

さな社が祀られています。祭神はスサノオの尊で、

誓文払いの祖神として人々から信仰を集めていま

す。神様のご加護を願いこの日の前後にそれぞれ

の商家では「誓文払い」と称して、品物を格安に

売り出しました。これがバーゲンセールの始まり

といわれています。地元の四条繁栄会では

20 日の冠者殿社祭で特別に商売繁盛の「ご神荷」

を神前にて授与されています。

ロータリー奉仕哲学で

の最もよく報いられる」（＝超我の奉仕）となって

います。商人はお客さまして本当に喜んでいただ

ける様、日々務めています。

本日は以上とします。

 

 

” 

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）  

●事務所  〒665-0845  宝塚市栄町１丁目

●電 話 0797-83-1110  FAX  0797-83

●会 長 馬場 和代 ●幹事 木本 玲子
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第 2680 地区 宝塚中ロータリークラブ

WEEKLY BULLETIN

           10 月  28 日(水） 

                  11 月  11 日（水） 

われら日本のロータリアンの歌」 

   小山 一子 会員 

話              

   蓮尾 春輝 会員  

冠者殿社と誓分払い>  （京都の冊子） 

日は四条京極の「冠者殿社」の祭礼日

で、古くより京・大阪の商人や花街の女性たちが

参詣し、日頃の商売で商慣習上許される範囲の駆

け引きを行った罪を詫び神罰の放免を願いました。

この社は八坂神社の境外未社で四条京極の中に小

さな社が祀られています。祭神はスサノオの尊で、

誓文払いの祖神として人々から信仰を集めていま

す。神様のご加護を願いこの日の前後にそれぞれ

の商家では「誓文払い」と称して、品物を格安に

売り出しました。これがバーゲンセールの始まり

といわれています。地元の四条繁栄会では 10 月

日の冠者殿社祭で特別に商売繁盛の「ご神荷」

を神前にて授与されています。 

ロータリー奉仕哲学では「最もよく奉仕するも

の最もよく報いられる」（＝超我の奉仕）となって

商人はお客さまして本当に喜んでいただ

ける様、日々務めています。 

本日は以上とします。 

●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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卓 話 

古川 彰治 会員 

 

古川会員のご指名で、石原会員と山本会員の 5分

間スピーチです。 

石原会員 

11 月 3 日の米国大統領選挙について。 

その勝敗がどう決まるか良くわからない事が多い

ので、その仕組みを簡単に予習したいと思います。 

１． 勝敗はどう決まるのか？ 

２． 誰がどうやって投票するか？ 

３． 結果はいつ分かるか？ 

４． 当選者はいつ就任するのか？ 

以上 

山本会員 

私は 1996 年に宝塚中ロータリークラブに入会さ

せて頂きました。 

当時 2680 地区には現在の 2 倍以上の会員がおり、

ロータリークラブには職業奉仕の精神を社会に広

めるという使命があると教えられました。先日亡

くなられた伊丹ロータリークラブの深川純一パス

トガバナーの講演に大変感銘を受けた事をよく覚

えています。 

ところが、いつの間にか会員増強が大きなミッシ

ョンとなり、ただの奉仕団体に向かっているので

はないと考えるのは私だけではないようです。 

日本はリベラル化、グローバル化、知識社会化

という世界の大きな潮流に飲み込まれつつありま

す。私はこれからの世界で生き残るには、ロータ

リークラブ設立時の精神を学ぶことが大切だと考

えています。 

 

 

 
なし 
 

今回のニコニコ            0 円 

本日までの合計      165,000 円 

 

 

 

□ソング 

「それでこそロータリー」 

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 18 69.23 

 

□お客様 

なし 

 

□幹事報告 

１．来週はガバナー公式訪問です。ブレザー着用

の上、6時 50 分には来てお出迎えを宜しくお

願い致します。 

２．先日のアンケートにご回答戴きまして、有り

難うございました。これから理事役員会にて

検討しまして、練って参りたいと思います。 

３．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】2021 年 2 月 24 日（水）、3月 10 日（水） 

 

 

 

 

 

 

 

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 

プログラム ニコニコ箱 

週間報告 


