
 

第 1297 回例会報告    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日の例会（1297 回）     

◎ソング   「奉仕の理想」 

     小山

◎プログラム   卓 話          

 神尾

 

 

 

 

 

会長

皆様こんばんは。12月は家族月間。

でのクリスマス。遠方で暮らしている学生である

子供達や、嫁いだ娘家族や息子家族を迎える為、

大掃除やおせち料理の準備、諸々。そして私達が

ＲＣに参加し勉強及び親睦で楽しめますのは家族

の理解協力のお陰です。宝塚中ＲＣ会員も一つの

家族。家族仲良く健康で過ごせます様、その大切

さを考え感謝する月にいたしましょう。

今日の論語は、有子曰く「和を

す」を取り上げます。 

礼の基本は「和」が最も貴いのである

我が国では 600 年位、聖徳太子が十七条憲法を制

定したとき、その第一条に「和を以って貴しとな

す」と引用しており、日本の政治理念のトップに

上げています。倭
やまと

は和に通ずる 古来

らぎ睦み合う」君子の国を目指した

私、馬場和代は今年度初めに申し上げました

令和、平和、日本の心和、和を大切に全員が心を

一つにして頑張りましょう。 

 

 

  R.I.会長テーマ 

  “機会の扉を開く”

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

 

小山 一子 会員 

             

神尾 友治 会員 

◎ソング 「それでこそロータリー

           

◎プログラム    クラブフォーラム
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年 次 総 会 

 

次期の役員が決まりました。

会長：大門 美智子会員

幹事：竹原 善記会員 

副会長：石原 正裕 会員

SAA：那須 範満 会員

会計：林田 充弘 会員

 

コロナ感染拡大に伴い、会長幹事として例会のあ

り方を提案して会員の皆様のご意見を伺いました。

 

 

 

 
〇定藤 繁樹 君 
 電気自動車、日産リーフに買替。静かで追従運

転、オートパーキング機能が付いていて、少し未

来カー的です。但し、1
電半日かかります。これからも進化するでしょう

が・・・。 

” 

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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            12 月   2 日(水） 

                  12月  16日（水） 

それでこそロータリー」 

   小山 一子 会員 

クラブフォーラム        

     古川 彰治 会員 

次期の役員が決まりました。 

美智子会員 

 

会員 

会員 （副）大山 昌勲 

会員 （副）石原 正裕 

コロナ感染拡大に伴い、会長幹事として例会のあ

会員の皆様のご意見を伺いました。 

電気自動車、日産リーフに買替。静かで追従運

転、オートパーキング機能が付いていて、少し未

100km を走ると家庭での充

電半日かかります。これからも進化するでしょう

●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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今回のニコニコ        3,000 円 

本日までの合計      214,000 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 21 80.77 

 

□お客様 

なし 

 

□幹事報告 

・地区大会は 3 月 7 日の一日のみ開催、参加人数

は 800 人の限定です。登録費は減額の 1 万。飲

食はありません。 

・2 月 20 日のグループフェスタとＩＭは、準備だ

けは万端ですが開催するかどうかは 12 月中旬

までに決定されます。1時から 90 分間の記念講

演（アグネス・チャン）その後は本会議で、そ

の後の飲食はございません。1/2 の 400 人を募

集して、登録料 1万円。 

 

□臨時理事会の議事録 

日時：令和 2年 12月 2日（水）20：00～20：30 

出席者：理事役員全員 

例会時の今後については、会長幹事に一任すると

いうことが理事会で承認されました。感染拡大が

更に広がった場合は、会長幹事の判断で休会と致

します。 

・今後、例会場は広い部屋を用意して頂いて、机

をロの字型に配置して頂くことになりました。 

・受付にて検温をして頂き、ソングは起立のみで、

声を出さずに CD を流します。 

 

 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

☆☆12 月のお祝い☆☆ 

会員誕生日 

22 日 矢野 浩臣 会員 

28 日 川添 裕照 会員、那須 範満 会員、 

奥様（ご主人）誕生日 

9 日 森信 美恵子様 

12 日 竹原 満登里様 

19 日 大門 勝史様 

結婚記念日 

竹原 善記・満登里 様 

小山 八郎・一子 様 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

お誕生日の川添会員と那須会員です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

週間報告 


