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本日の例会（1294 回）     

◎ソング   「われら日本のロータリアン」

     小山

◎プログラム  卓 話            

蓮尾

 

 

 

 

 

会長

皆様こんばんは。本日はガバナー公式訪問です。

当地区ガバナー 髙瀬英夫様、代表幹事

喜雄様、公式訪問幹事 来住周亮様、ご随行

敏様がお越しでございます。どうぞごゆるりとご

歓談下さい。そして髙瀬ガバナー、後ほどご指導

宜しくお願い致します。 

例会に先立っての懇談会では貴重なご助言をい

ただきました。今後のクラブの運営に活かして行

きたいと存じます。 

さて、先日は文化の日、近くに新しい宝塚市文

化芸術センターへ日本画協会展を観に行ってきま

した。広々として庭も広くゆったりとし気持良か

ったです。秋も深まり街路樹もすっかり色づき、

山粧う季節になりました。月日の

す。今年度もあっという間に四カ月、三分の一が

過ぎました。コロナ禍を無事にと思うあまり何も

大した事が出来ませんでしたが、

ノミニーに阪上栄樹会員が指名され、その年度に

向かって準備のためのスタートラインに付きかけ

たところです。 

 

  R.I.会長テーマ 

  “機会の扉を開く”

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

「われら日本のロータリアン」 

小山 一子 会員 

          

蓮尾 春輝 会員  

◎ソング 「四つのテスト

           

◎プログラム    卓 話

            

会長 馬場 和代 

本日はガバナー公式訪問です。 

髙瀬英夫様、代表幹事 齋藤太

来住周亮様、ご随行 永谷

敏様がお越しでございます。どうぞごゆるりとご

歓談下さい。そして髙瀬ガバナー、後ほどご指導

例会に先立っての懇談会では貴重なご助言をい

ただきました。今後のクラブの運営に活かして行

さて、先日は文化の日、近くに新しい宝塚市文

化芸術センターへ日本画協会展を観に行ってきま

庭も広くゆったりとし気持良か

ったです。秋も深まり街路樹もすっかり色づき、

山粧う季節になりました。月日の経つのは早いで

す。今年度もあっという間に四カ月、三分の一が

過ぎました。コロナ禍を無事にと思うあまり何も

大した事が出来ませんでしたが、9 月にガバナー

ノミニーに阪上栄樹会員が指名され、その年度に

向かって準備のためのスタートラインに付きかけ

会員全員がますます心を一つに

りたいと思います。 

本日は私の時間として

「足るを知る」を取り上げました。

足るをしれば辱められず、止まるを知れば殆うか

らず。不満を捨て満足することを知っていれば恥

をかくことはなく、心の安らぎを得ることができ

る。限度を心得ていれば危うい目にあうこともな

い。分相応、～らしく、中庸、ということでしょ

うか。日常、あれもこれもやりたい！やらなけれ

ば！･･･と自分にプレッシャーをかけストレスに

なることもあります。あぁこれ位でいいかと少し

諦め自分を赦し、考えを変える

することが多々あります。そこで次の標語を見つ

けましたので、挙げてみました。

〇たまには心も雨宿り 

〇つまずきも一つの前進

〇思い煩うな なるようにしかならない

生きよ 

〇したいことは あきらめず

らずに できることは

” 

ル・クプタ 
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四つのテスト」 

   小山 一子 会員 

話              

   林田 充弘 会員  

会員全員がますます心を一つにして進んでまい

本日は私の時間として 老子の言葉にもある 

「足るを知る」を取り上げました。 

足るをしれば辱められず、止まるを知れば殆うか

らず。不満を捨て満足することを知っていれば恥

をかくことはなく、心の安らぎを得ることができ

る。限度を心得ていれば危うい目にあうこともな

い。分相応、～らしく、中庸、ということでしょ

うか。日常、あれもこれもやりたい！やらなけれ

ば！･･･と自分にプレッシャーをかけストレスに

なることもあります。あぁこれ位でいいかと少し

諦め自分を赦し、考えを変える努力をしてホッと

することが多々あります。そこで次の標語を見つ

けましたので、挙げてみました。 

 

の前進 悩みも一つの活力 

なるようにしかならない 今を切に

あきらめず すべきことは あせ

できることは くらべずに 

●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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〇今日も生涯の一日なり 

ゆっくり前向きに行きましょう！自分に言い聞か

せています。 

今日“職業奉仕のすすめ”2019-10 の冊子を少

し読み進めていて、やさしい言葉があったので。

私のいつも心に言い聞かせている仁の心です。 

「時間に愛を込めましょう。仕事にも愛を込めま

しょう！これすなわちロータリーの心、ロータリ

ーの奉仕なのです。」 

本日は以上でございます。 

 

 

ガバナー公式訪問 

 

宝塚中ロータリークラブの皆様こんばんは。 

今年度当地区のガバナーを務めます髙瀬英夫（西

脇ロータリークラブ）でございます。 

ガバナーの役割は、RI から派遣された役員として、

クナーク会長のテーマを伝え、ロータリーの魅力

と感動を共有し、クラブが発展するよう勇気づけ、

元気にする事、そしてまた、公式訪問を通じその

クラブの優れた点を吸収し、他クラブにお伝えし、 

地区全体としての成長に貢献する事と考えていま

す。（美点凝視の伝達者） 

クナーク会長のテーマ「ロータリーは機会の扉

を開く」「ロータリーは無限の機会への招待である」

また地区のスローガン「ロータリーの魅力を語り、

伝えよう」をよりよく理解して頂くために、今年

1 月のサンディエゴ国際協議会に参加した者とし

て参考意見を述べさせて頂きます。 

① OPPORTUNITY と CHANCE の違い 

CHANCE は偶然性が高い意味合いが含まれるの

に対し、OPPORTUNITY は自らが主体性をもっ

て作り出す機会であり、この違いを理解し、世界

のロータリアンと認識を共有いたしましょう。 

② 本年度地区スローガン「ロータリーの魅力を

語り、伝えよう」に付き、皆様に関心を持っ

て頂くよう「ロータリーからあなたへ」を配

布致しました。無尽蔵の宝の山であるロータ

リーの宝探しの道標としてご活用頂き、ロー

タリーの魅力談義に花が咲くことを期待致し

ます。 

③ ロータリーについての下記の質問へのご自身

の答えをお考え下さい。 

 ・なぜロータリーに入会したのか？ 

 ・ロータリアンとはどんな人たちか？ 

 ・何をしている団体か？ 

 ・なぜロータリアンでありつづけるのか？ 

模範解答はありません。皆さんのまとめが正

解です。 

④ 分科会で、会員の皆様さんから以下の質問が

出たらどう答えるかに付き意見交換がありま

した。 

・RI ビジョン声明、4 つの優先事項はロータリー

を間違った方向に導いているのではないか？ 

・ロータリーは人道的奉仕団体に変質したのか？ 

私見として、RI は世界情勢を俯瞰しつつ最大公

約数的指針を出す立場にあり、時代の流れを意

識し、外形は適宜変化するが、ロータリーの本

質である原理・理念（ロータリー目的、奉仕の

理念、中核的価値観、モットー、寛容の精神、

人づくりの使命、世界平和の希求）は何ら変わ

っていない。RI の動向（人道的奉仕活動の強調

は変質ではなく、時代の流れに呼応した多様性

と捉え、不易流行を肝に銘じ、我が地区の誇る

ロータリーの心と原点を求め続ける事が肝要と

考えます。ご参考までに、ラジェンドラサブー

氏（元 RI 会長１９９１～９２インド出身）の 

2009 年国際協議会講演より、「職業奉仕：忘れ

去られた部門」を下記します。 

【職業奉仕を取り去れば、ロータリーは単なる

地域の奉仕団体になってしまう。又職業奉仕か

ら倫理を取り去れば、完全にその意義が失われ

てしまう。世の中には人道的な活動に取り組ん

でいる NGO が数え切れない程あり倫理や価値

観を信奉する団体に事欠きません。しかし、職

業を基礎とした「倫理」と「人道的な奉仕」を

プログラム 
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車の両輪として同等に重要視している団体は稀  

です。この稀な団体がロータリーです。 

精神的な指導者であるスワミジ氏にこう聞いたこ

とがあります。「時として自分の仕事を犠牲にして

まで、ロータリーのために時間を割き、任務を果

たすことに、果たして意義があるのか」と。 

「人間として成長できるなら、それは意義がある」

がスワミジ氏の答えでした。】  

 コロナ禍の影響で、3～6 月ほぼすべてのロータ

リー活動停止という苦渋の選択をせざるを得ませ

んでした。この辛い経験を活かし、例会出席、ロ

ータリーの書籍購読を義務ではなく、ロータリア

ンの特典、権利と捉えればこれまでと違ったロー

タリーライフが見えてくるのではないでしょうか。 

 クナーク会長より、「課題の中に機会つけ出すの 

がロータリアンです」とのメッセージが届いてい 

ます。出来ない事を嘆くのではなく、今できる事、 

すべき事をやり切り、次の時代に備えましょう。 

 馬場会長の「和」輪を大切に、全員心を一つに！

のテーマに基づき、長期戦略委員会を更に充実さ

れ、未来への羅針盤、道標を会員全員で共有され、

阪上年度に向け、大きく飛躍されますようご期待

申し上げます。 

 

 

 

 
〇前田 正明 様 
 皆様、恥ずかしながら再入会させて頂きます。

宜しくお願い致します。 
 
〇馬場 和代 君 
 当地区の髙瀬ガバナー様、代表幹事の斎藤様、

公式訪問幹事の来住様、ご随行の永谷様、ご遠方

ようこそお越し下さいました。本日は宜しくお願

い致します。ごゆるりとご歓談下さいませ。 

〇古川 彰治 君 
 髙瀬ガバナーご一行様をお迎えしてニコニコ。

那須会員、優勝おめでとうございます。 
 
〇木本 玲子 君 
 本日は髙瀬ガバナーご一行様、ようこそお越し

下さいまして誠に有難うございます。ご指導の程

宜しくお願い致します。 
 
〇小山 一子 君 
 ガバナー髙瀬英夫様、代表幹事 齋藤太紀雄様は

じめご一行様ようこそ。本日はご指導宜しくお願

い申し上げます。にこにこ 
 
〇那須 範満 君 
 昨日、医師会のゴルフコンペで優勝しました。 
 
〇阪上 栄樹 君 
 髙瀬ガバナー様、齋藤地区代表幹事様、並びに

ご随行の皆様、本日はよろしくお願いします。 
 
 

今回のニコニコ       36,000 円 

本日までの合計      201,000 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 20 76.92 

 

 

□お客様 

高瀬 英夫 様（ガバナー） 

齋藤 太紀雄 様（代表幹事） 

来住 周亮 様（公式訪問幹事） 

永谷 敏 様（ご随行者） 

前田 正明 様 

 

□幹事報告 

年間スケジュールの改正をしましたコピーをお

渡しさせて頂きましたが、ファイルに差し替えを

宜しくお願い致します。 

ニコニコ箱 

週間報告 
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本日月初めですので、例会後に理事役員会を行

います。 

 

□理事会の議事録 

日時：令和 2年 11月 4日（水）20：00～20：30 

出席者：理事役員 

１．アンケートについて検討をしました。 

先ずは例会回数を減らすのはどうかという意見

で、第 5 週目を休会にして、予算も例会が休会

で浮いた事も有り、会計と相談しまして今期は

このまま行くことになりました。 

２．各委員の活動報告として、ホームページの活

動行事記録の写真の下に載せることになりまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ホームページ 

https://www.tknakarc.com 
 

事務所 ＦＡＸ番号  0797-83-1110 


