
 

第 1299 回例会報告    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日の例会（1300 回）     

◎ソング   「われら日本のロータリアン

     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。本日のお客様は古川会員ご友

人の山岡和也様です。ごゆっくりとご歓談下さい

ませ。昨日から急に冷え込みがきつくなりました。

足腰を暖かくして体調崩さない様お互いに気を付

けましょう。 

・ガバナー月信に毎回掲載されている「我クラブ

魅力自慢」の原稿提出の為、先週末に以前皆さま

から提出して頂いたアンケート回答も参考にしな

がら沢山書いていたのですが、ガバナーと一緒に

全員で撮った写真と前田会員入会バッチを髙瀬ガ

バナーに付けていただいている写真

300 字制限の為、その作業はかなり大変でした。

月曜日、事務所にて木本幹事と仕上げて神谷さん

に地区事務所へ送信してもらいました。

・今年度初め、髙瀬ガバナーからの指示のあった

クラブビジョンと戦略計画の作成が大変気になっ

ていたのですが・・・これはクラブ活性化の為、

大切な事と認識しています。 

 ガバナー月信第 6 号より、矢野パストガバナー

が髙瀬ガバナーの要請の基づき 4

 

  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  23 日（水） 次週予告             

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 

◎ソング 「君が代」「Be a Rotarian

           

◎プログラム    クラブフォーラム

       上半期会務報告・下半期活動計画

会長 馬場 和代 

本日のお客様は古川会員ご友

人の山岡和也様です。ごゆっくりとご歓談下さい

ませ。昨日から急に冷え込みがきつくなりました。

足腰を暖かくして体調崩さない様お互いに気を付

・ガバナー月信に毎回掲載されている「我クラブ

魅力自慢」の原稿提出の為、先週末に以前皆さま

から提出して頂いたアンケート回答も参考にしな

、ガバナーと一緒に

全員で撮った写真と前田会員入会バッチを髙瀬ガ

バナーに付けていただいている写真 2 枚とですと

字制限の為、その作業はかなり大変でした。

仕上げて神谷さん

に地区事務所へ送信してもらいました。 

・今年度初め、髙瀬ガバナーからの指示のあった

クラブビジョンと戦略計画の作成が大変気になっ

ていたのですが・・・これはクラブ活性化の為、

号より、矢野パストガバナー

4 回にわたってこ

の事に関して掲載されていますので皆さまもしっ

かり読まれて下さい。これを参考にしてからとも

思いましたが、私なりに作成しましたのでお聞き

ください。来月の理事会に計りたいと思います。

 我クラブは 2010 年阪上会長年

員会を立ち上げて下さり古川委員長の下すでに社

会奉仕活動として「高齢社会につて考える」講演

と子供達運動機能を上げることを考えて「スポー

ツ百貨店」をずっとクラブとして実施してきてお

ります。 まずロータリービジョンは月信にも載

っています。ロータリーのビジョン、そして戦略

計画を参考に私なりに作ってみましたので今後少

しずつ手直ししていただいたらと思っています。

 我クラブビジョン。私達は和やかで楽しく品位

あるクラブとして様々な研修やロータリー誌や親

睦を通して友情を育みお互い切磋琢磨し人間力を

高め社会に役立つ存在として活動していきます。

戦略計画 

１． 会員増強 

多様化を図り、会員数をまずは

する 

” 

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  16 日(水） 

                   1月  13日（水） 

Be a Rotarian」 

   小山 一子 会員 

クラブフォーラム       

上半期会務報告・下半期活動計画 

の事に関して掲載されていますので皆さまもしっ

かり読まれて下さい。これを参考にしてからとも

思いましたが、私なりに作成しましたのでお聞き

ください。来月の理事会に計りたいと思います。 

年阪上会長年時に長期計画委

員会を立ち上げて下さり古川委員長の下すでに社

会奉仕活動として「高齢社会につて考える」講演

と子供達運動機能を上げることを考えて「スポー

ツ百貨店」をずっとクラブとして実施してきてお

まずロータリービジョンは月信にも載

っています。ロータリーのビジョン、そして戦略

計画を参考に私なりに作ってみましたので今後少

しずつ手直ししていただいたらと思っています。 

我クラブビジョン。私達は和やかで楽しく品位

あるクラブとして様々な研修やロータリー誌や親

睦を通して友情を育みお互い切磋琢磨し人間力を

立つ存在として活動していきます。 

多様化を図り、会員数をまずは 35 名を目標と

●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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２． 奉仕活動 

・クラブ奉仕･･･My Rotary の登録率 70%以上とす 

る。そして活用できる様にする。 

・職業奉仕･･･当地区の誇る職業奉仕の理念をし 

かり学習する。そして実行する。 

・社会奉仕･･･前記の健康講演会（高齢者向き） 

      スポーツ百貨店（幼稚園児～4年生 

対象）古川委員長の言われています 

会員の高齢化に伴う身体的負担を考 

えると再考の必要性あり。新規奉仕 

活動を考えるべき･･･ 

・国際奉仕･･･グローバル補助金を使った何かを考

えると良い。その他市内在住外国人

の例会招待卓話等も良い。 

３． 研修の充実 

会員全員が研修セミナーへの積極的参加。我

クラブでも会員研修を時々実施する。 

４． ロータリー財団・米山奨学会 

地区運営方針に基づく寄付目標にクラブとし

ても努力する。 

本日の論語 

曾子曰く 吾日に三たび吾身を省みる 

・人から相談を受けた時誠意をもって対応したか 

・友達の信頼を裏切るようなことをしなかったか 

・人と話していて、いい加減なことを言わなかっ

たか 

人の小過を責めず、人の隠私を発
あば

かず、人の旧悪 

を念わず。小さな過ちは責めない個人的な秘密は 

知らなかったことにする古傷にはさわらない。 

以上は人間としての基本的礼儀である。この三つ 

を心がければ自分の人格は向上し人からうらまれ 

ることは無い。本日は以上です。 

 

 

 

クラブフォーラム   

古川 彰治 会員 

 

竹原会員より会員の皆さんにガバナー年度に向け

てスケジュールや喚起を呼びかけて欲しいと何度

も声掛け頂きました。私の残り時間を竹原会員に

少し話ししてもらいます。ノミニー、エレクト、

ガバナー年度のおおまかなスケジュールは前回お

話しましたが再度確認して頂きたいと思います。

馬場会長年度の下期より各種行事、IM、地区大会、

セミナーについて出来る限り出席して頂き雰囲気

や役員、委員の動きなど見て頂き参考にしてもら

いたいと思います。 

ガバナー年度は後 2 年半と随分と先の様に思われ

ますが、実はその前から決めていかなければなら

ない事が多々あります。クラブ上げて一致団結し

て阪上ガバナーを盛り立てて頂きたく存じます。

特に地区大会は総力を挙げて取り組まなければな

りません。既に実行委員長には竹原会員にお願い

しております。会場の押さえ基調講演は、先とは

云えスケジュール等々で今から動かねばなりませ

ん。竹原会員にお願いして人選してもらっていま

す。又、世界大会 2023 年 6 月メルボルンの予定

です。地区から最低でも 200 名の参加お願いしな

ければなりませんが那須会員に世界大会の方は仕

切って頂く予定です。参加者の募集各種セミナー

での段取り受付、司会進行など皆様方には多大な

るご協力を仰がねばなりませんが再度宜しくお願

い致します。 

  

 

 
なし 
 

今回のニコニコ          0 円 

本日までの合計      214,000 円 

 

 

 

□ソング 

「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 19 73.08 

 

□お客様 

山岡 和也 様（古川会員ご友人） 

 

 

プログラム 

ニコニコ箱 

週間報告 
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□幹事報告 

・2 月 20 日のグループフェスタとＩＭは、現在の

コロナ感染拡大の状態では開催は非常に困難で

あるという結論になりました。 

・セミナーのオンデマンド配信動画についてです

が、社会奉仕セミナーと会員維持増強セミナー

が地区ＨＰにアップロードされましたのでご視

聴下さい。 

セミナー共通パスワード：RID2680-Hyogo 

・月信 6 月号で紹介されました岡本剛会員の著書

が謹呈されましたので、お読みになって下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


