
 

第 1300 回例会報告    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日の例会（1301 回）     

◎ソング   「君が代」「Be a Rotarian

     小山

◎プログラム  クラブフォーラム

 古川

 

 

 

 

 

会長

皆様こんにちは。今年最後の例会日となりまし

た。今年度始まる時には、コロナ感染禍･･･どんな

ふうに進むかしらと不安でしたが山内ガバナー補

佐のご訪問、また髙瀬ガバナー公式訪問と通常例

会を実施でき新しいはなやかな宝塚ホテルでソー

シャルディスタンスのため広いお部屋で美味しい

食事と共に半年これました。会員の皆様、ご家族、

ホテルの皆様のおかげと感謝申し上げます。半年

間ありがとうございました。 

ＩＭアグネス･チャンさん講演の中止、地区大会

入場会員数の制限などと来年もいつもとは変わり

ます。地区補助金での講演の 4月

施したく、ポスター作製も進めています。何とぞ

ご協力ください。頑張りたいと思います。

子、 曰く（のたまわく） 

之を知る者は 之を好む者に如（し）かず

之を好む者は 之を楽しむ者に如かず

（知る者は好んでやる者には及ばない

 好んでやる者は楽しんでやる者には及ばない）

ロータリーライフ楽しんでやっていきましょう

 

  R.I.会長テーマ 

  “機会の扉を開く”

     スシル・クプタ
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◎ソング 「我等の生業

           

◎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
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ご協力ください。頑張りたいと思います。 
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皆さま 良きお年をお迎えください。

元気にお会いしましょう。

 

 

クラブフォーラム  

先週に続いてのフォーラムですが、まず先週私の

言葉足らずで少し会場内の空気が変わった事お詫

び申し上げます。私が皆様方にお伝えしたかった

のは、阪上年度に向けて現状地区のスケジュール

及びそれに携わる人員で、田中会員の指摘通り会

員数が少ない我クラブにとって決してその人数出

” 

ル・クプタ 

●創 立 平成 5 年 4 月 10 日 
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さなければならない事は有りません。あく迄も過

去 3 年間こうでしたという事です。地区に初めて

出た感想としては大変勉強になるし知り合いも増

え楽しいと思わなければ出来ないなぁーと感じて

います。ですから我クラブからも興味ある方はせ

っかくの機会ですから是非地区に出て頂きたいと

存じます。最初の 1年はわからない事が多く発言

の機会も少ないと思いますが、2～3年委員を務め

られるときっと楽しくなるのではないでしょうか。 

後の時間は竹原会員と阪上ノミニーにお話しし

て頂きます。 

 

☆竹原の独り言 ― 職業奉仕☆ 

 
久野 PG は、ロータリーとは高い職業倫理を持つ

人を作り、自己を研鑽する組織であると話されま

した。このようにロータリーで学んだ職業倫理の

考え方を実践するロータリアンにとって職業奉仕

はロータリーの肝であると教えられました。 

しかし今日の国際ロータリーでは隅の方に追いや

られています。ロータリーの目的の第 2 にも優し

く言うと職業を天職と心得、高い職業倫理をもち

職業に貴賤なしと心得るべしと書かれております。 

この職業倫理と自己研鑽の考え方が日本人の心を

捉え、日本のロータリーはこのことを 1 丁目 1 番

地におき、発展拡大していったと考えます。 

私の入会当初は伊丹 RC の深川 PG の話を聞き感

銘を受けた記憶があります。石田梅岩の石門心学 

近江商人の三方よし 二宮尊徳の報徳思想 など

の話の中から商売の極意とロータリーの魅力を語

られました。 2680 地区は深川 PG から学んだ職

業奉仕を受け継ぎ語られる方が沢山おられます。

姫路 RC の安平・三木 PG 淡路の中村 PG もその

方々です。一方で世の中と同じように国際ロータ

リーも今大きく変化しております。 

ロータリーは 1985 年よりポリオ撲滅に力を入れ、

莫大な資金を拠出し 2020 年の今まだ根絶に至っ

ていない現実があります。 ロータリーとしてあ

まりにも大きな問題に突き進んだことが、少なか

らず莫大な資金集めから、ロータリーの根幹を変

えていったのではないかと勝手に思っています。

考えてみて下さい、ここ 10 年の間にロータリーク

ラブの規約がどんな変わったことか。 

例えば 1.業種 1 人の廃止・メーキャップの大幅な

緩和・毎週例会の緩和・E クラブ・モーニング・

イブニング各クラブ設立による会員増強など会員

増強を主とし、クラブの質の向上が疎かにされて

はいないでしょうか。ロータリーは慈善団体でも

奉仕団体でもありません。我々はクラブの例会を

通して自己啓発や職業に対する倫理観を仲間や多

くのロータリアンから学び、時として自分の常識

が世間の非常識であることに気づきそれを修正す

る場であると考えております。そのうえで奉仕が

あるのです。このことを基本としてのロータリー

の活動であるべきです。 そしてなにより大切な

のは奉仕の実践をした後の幸福感や仲間との達成

感です。これが私の思うロータリーライフであり

ロータリーの基本であると申し上げたい。 

今後のロータリーは世界の急速な流れと同じよう

に、想像以上の速さで変革していくでしょう。 

ロータリークラブはこれから絶滅せぬように変化

に適応しなければならないでしょう。 

いつか皆はこう言うかもしれません「昭和のロー

タリーは遠くなりにけり」としかし私たちに沁み

込んだロータリーの精神は無くなることなく続く

でしょう。有限な時間やお金を無限の文化や心の

在り方に変え、人生を楽しくしてくれるからです。 

そして何時の日か国際ロータリーがポールハリス

が何故この組織を作ったかを思いロータリーの原

点に戻る日がくることを願っております。 

  

 

 
〇大山 昌勲 君 
 私は“年男”なのですが、ある意味記憶に残る

2020 年という一年でした。自分も含めて悲観的に

多くの人がなってしまいましたが、何としても“本

来”を取り戻す 2021 年にしましょう。来年も楽

観的な大山を宜しくお願いします。 

ニコニコ箱 
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〇阪上 栄樹 君 
 いよいよ今年最後の例会です。皆様良いお年を

お迎え下さい。 
 
〇竹原 善記 君 
 今年は大変な 1 年でした。皆様大変お世話にな

りました。来年もよろしくお願いします。 
 

今回のニコニコ        8,000 円 

本日までの合計      222,000 円 

 

 

 

□ソング 

「われら日本のロータリアン」 

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 17 65.38 

 

□お客様 

なし 

 

□幹事報告 

１．後期分の請求書が出来ましたので、入金を 1

月末日までに宜しくお願い致します。 

２．ロータリーカード（個人用）の入会で、Web

での申し込みが不得手の方のためにも、申し込

み書を送って頂きました。クレジットカード利

用額の0.3%がポリオ撲滅の活動資金になります

ので、入会を宜しくお願い致します。 

３．本日例会終了後、臨時理事会を行います。 

 

□臨時理事会の議事録 

日 時：令和 2 年 12 月 23 日（水）20：00～20：30 

出席者：理事役員全員 

１．2月 20 日のグループフェスタ、ＩＭは中止と

なりましたが、2月 24 日（水）はそのまま休

会と致します。 

２．槇野会員が退会された後は、ゲストとしてき

て頂くことになりました。 

 

 

米山奨学生 胡 志武 様より竹原会員に届いたメ

ールです。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

日本のお父さん・お母さんへ 

ご無沙汰してしまい申し訳ございません。 

先日、EMS が届きました。 

日本のお父さんとお母さんの温もりと優しさを感

じられます。 

お手紙を何度も拝読しました。 

お父さんとお母さんが心を込めて買ってくれた手

ぬぐいを大切に使わせていただきたいと思います。 

枝里さんの長男のご出産、誠におめでとうござい

ます。心よりお祝い申し上げます。 

樹里さんご家族はケンタッキーに結構長かったで

すね。いつ日本に帰られますか？ 

阪上会長、古川様をはじめ、クラブの皆様によろ

しくお伝えください。 

おかげ様で、私も変わりなく元気にしております。

仕事以外に、中国留日同学会の副幹事長、上海市

留日同学会の幹事長を務め、微力ながら、社会奉

仕にも頑張っております。ロータリークラブの皆

様が蒔いた慈愛の種が、やがて異国の地で芽を出

し、花を咲き始めています。 

胡卿云は、2020 年の 8月に Georgia Institute of 

Technology の修士課程に入学する予定でしたが、

コロナ禍のおかげで、アメリカへの入国ビザ申請

がずっとできず、オンライン学習を余儀なくされ

ています。来春はアメリカへ行けるかな、と願う

ばかりです。 

今年も残り僅かとなりました。お父さんもお母さ

んも どうかご自愛のうえ、よいお年をお迎えく

ださい。 

感謝を込めて 

上海の息子 胡志武 より 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

 

ホームページ 
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事務所 ＦＡＸ番号  0797-83-1110 

事務所 Email  tknaka@tknakarc.com 
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