
 

第 1298 回例会報告    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日の例会（1299 回）     

◎ソング   「それでこそロータリー

     小山

◎プログラム  クラブフォーラム

 古川

 

 

 

 

 

会長

皆様こんばんは。昨日、今日と穏やかな陽気が

続きました。昼迄ベランダで読書を楽しみました。

はや 1 年の締めくくりの月、ロータリークラブも

半年の締めくくりの月。今年度はコロナ禍そして

11 月 12 月は第 3 派と感染が拡大し、行事諸々自

粛、親睦プランも立てる事が出来ず

のクリスマス家族例会も余儀なく中止といたしま

した。何とか会員が健康で年を越したいと思いま

す。今はコロナ禍で何もせず しゃがんでいますが、

大切な次々年度 阪上ガバナー年度に向かってホ

ップ ステップ ジャンプと大きく三段跳びが出来

ます様に皆でがんばりましょう。

今期、年度初めに田辺増強委員長もハッパをか

けて下さいました。入会候補の方も

にいらしてくださいましたが･･･今はダメでも必

ずや近い将来には入会下さることを念じています。

皆さまお一人お一人が 1～2 人に必ず声をかけて

下さり誘って下されば、きっと 30

なると信じます。宜しくお願いします。そうすれ

ば一層、宝塚中 RCも大きくジャンプ出来

 

  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  16 日（水） 次週予告             

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 

◎ソング 「われら日本のロータリアン

           

◎プログラム    クラブフォーラム

           

会長 馬場 和代 

こんばんは。昨日、今日と穏やかな陽気が

続きました。昼迄ベランダで読書を楽しみました。

年の締めくくりの月、ロータリークラブも

半年の締めくくりの月。今年度はコロナ禍そして

派と感染が拡大し、行事諸々自

粛、親睦プランも立てる事が出来ず 12 月の楽しみ

のクリスマス家族例会も余儀なく中止といたしま

した。何とか会員が健康で年を越したいと思いま

しゃがんでいますが、

阪上ガバナー年度に向かってホ

ジャンプと大きく三段跳びが出来

しょう。 

今期、年度初めに田辺増強委員長もハッパをか

けて下さいました。入会候補の方も 2～3人例会場

にいらしてくださいましたが･･･今はダメでも必

ずや近い将来には入会下さることを念じています。

人に必ず声をかけて

30 名位迄の会員に

ます。宜しくお願いします。そうすれ

も大きくジャンプ出来、ますま

す楽しく活気あるクラブになれると思います。私

達クラブの為、自らの為に！

☆本日の論語☆ 

・子曰く、徳ある者は必ず言あり、言ある者は必

ずしも徳あらず、仁者は勇あり、勇者は必ずし

も仁あらず。 

孔子が言われた、徳のある人には必ずその徳に

裏打ちされた言葉がある

しかしいい言葉を話す人に、すべて徳があると

は限らない。それと同じように、仁がある人に

は必ず勇気があるが、勇気がある人に必ず仁の

心があるとは限らない。

言葉は人なりと言うが、立派な人は言行一致で

ある。人徳を実行するにも勇気がなくてはなら

ない。従って本当に人徳のある人は仁勇一致な

のである。 

・巧言令色、鮮
すくな

し仁 

 ことさらに言葉を飾り、外見を飾る者には、仁

の心が貧しいものだよ。内にある誠の心をやさ

しい言葉とおだやかな態度で表現すれば相手が

素直に快く受ける。しかし下心を以って表現す

” 

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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            12 月   9 日(水） 

                  12月  23日（水） 

われら日本のロータリアン」 

   小山 一子 会員 

クラブフォーラム       

    古川 彰治 会員 

す楽しく活気あるクラブになれると思います。私

達クラブの為、自らの為に！ 

子曰く、徳ある者は必ず言あり、言ある者は必

ずしも徳あらず、仁者は勇あり、勇者は必ずし

孔子が言われた、徳のある人には必ずその徳に

裏打ちされた言葉がある 

しかしいい言葉を話す人に、すべて徳があると

は限らない。それと同じように、仁がある人に

は必ず勇気があるが、勇気がある人に必ず仁の

心があるとは限らない。 

言葉は人なりと言うが、立派な人は言行一致で

ある。人徳を実行するにも勇気がなくてはなら

本当に人徳のある人は仁勇一致な

 

ことさらに言葉を飾り、外見を飾る者には、仁

の心が貧しいものだよ。内にある誠の心をやさ

しい言葉とおだやかな態度で表現すれば相手が

素直に快く受ける。しかし下心を以って表現す

●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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ると、こびへつらい おべんちゃらとかえって相

手から軽蔑される。「口先の裃」は同じ内容の日

本のことわざです。本日は以上です。 

 

 

 

卓  話   

神尾 友治 会員 

 

GoTo 商店街事業に下記プランで申し込みました。 

All Apia・One Sakase「続・アピアはひとつ」プ

ロジェクトとして考え、かつて逆瀬川活性化の為

に協力し合った「アピア」を冠する 3 団体が「コ

ロナ禍」という危機に直面したことで再び手を取

り合い、住民と共に絆を深め、逆瀬川エリア活性

化に繋げることを目的とし、大きく分けて以下の

3 事業を行います。 

＜１＞ 毎年、各団体毎に実施している冬のイルミ

ネーションを繋ぎ、より魅力的で連携感・

一体感を創出するイルミネーション事業 

＜２＞ 地元住民、学生と共に行う参加型イベント 

＜３＞ 地元の良さを再発見していただくタウン

誌作成・配布プロモーション。また、キャ

ンペーンのシンボルとして地元出身の芸

人「学天即」さんのお二人には『アピア特

別大使』に就任いただき、PR 展開を図っ

てまいります。 

 

しかし、まさかの不採択となったので再度練り直

し応募することに。 

『阪急逆瀬川駅前活性化プロジェクト 

～All アピア one さかせ～』 

地域の魅力に気付きつながり、この街を好きにな

る４事業。 

地域の魅力と絆に気づく･･･ 

① つながろう！ALL アピアイルミネーション 

地域の魅力と新生活様式に気づく･･･ 

② スマホでクイズスタンプラリー＠ALL アピア 

③ ALL アピア オンライン抽選会＆地元パフォ

ーマー無観客ライブ配信 

地域の魅力を伝え、次につなげる･･･ 

④ Go To 未来！タウン誌「ALL アピア」創刊 

 

あとは採択を待つばかりです。 

最後にアピアの PR で兵庫県と宝塚市の補助金を

活用した 20％還元事業の実施。 

コロナ禍で悲鳴を上げている商店街の盛り上げを

続けています。 

 

 

 
なし 
 

今回のニコニコ          0 円 

本日までの合計      214,000 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 18 69.23 

 

□お客様 

なし 

 

□幹事報告 

・現在、例会を休会にされたクラブが沢山増えま

した。会員の皆さまの安全と健康が重要です。 

 今は出席の義務もメーキャップの義務もありま

せんので、ご自身の判断で例会出席をお任せ致

します。 

・台北国際大会の申込書提出は 2月 15 日までに延

長されました。また 1 月末に決行されるかの決

プログラム 

ニコニコ箱 

週間報告 
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定がなされるようですので、その頃に記入して

提出して頂きたいと思います。 

 

 

☆阪上栄樹会員が 2021 年度 米山選考面接官に選

ばれました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 


