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▲ ソ　ン　グ　「我等日本のロータリ
　アンの歌」　　　　前田　正明　会員
▲ プログラム　
　　　　　　　宝塚３RC合同例会

次 週 予 告 2月2日（水）本日の例会

第 845回例会報告 1月12日（水）

　　　　　　　　　　　阪上　栄樹　会長

　皆さんあらためましてあけましておめで
とうございます。本年もどうぞよろしくお
願い致します。
　新年早々ですが、悲しいお知らせを致し
ます。元会員の田中良和様が12月22日にお
亡くなりになり、25日に通夜、26日に告別
式が営まれました。田中様は1997～98年度
の寺本会長の時に幹事をされ、2000～01年
度の中村会長の時に副会長を務められまし
た。1994年にポールハリスフェロー、97年
にマルチプルポールハリスフェロー、98年
には米山功労者と当クラブにとりましても
多大な貢献をされてまいりました。残念な
がら退会されておりますが、皆様でご冥福
をお祈りしたいと思います。黙祷をお願い
します。

　黙祷

　ありがとうございました。
　
　皆様お正月はどのようにお過ごしになっ
たでしょうか？
　私自身は昨年のお正月が喪中でしたので
年賀状もなくさみしかったのですが、今年
は年賀状もたくさん頂き、２年ぶりのいつ
ものお正月を迎えることが出来ました。

　今月はロータリー理解推進月間となって
おり、ポール・ハリスの亡くなりました27
日を含みます週はポール・ハリス追悼記念
週間となっております。
　年の初めに、時間がございましたらロー
タリーについて今一度学び、考えて頂いた
らと思います。
今年もどうぞよろしくお願いします。

◆2010～2011年　上半期会務報告・下
　半期活動計画
　　　　　　　　　　　阪上　栄樹　会長
　今期の年度当初の活動方針として、私が
目標とさせて頂いた項目は次の７項目でし
た。
▶クラブの目標（18周年）
１．会長賞にチャレンジ
２．CLPの導入
３．長期計画委員会の設置（CLPの導入に
　あわせて）
４．20周年に向けてのクラブの基盤づくり
　（Back to basic、出席率向上、各委員会の
　活性化）
５．女性会員の活性化（幹事、SAA、副SAA、
　会報広報委員長）
６．会員の増強３名
７．親睦を深め品位あるクラブ作り

◇
１．会長賞にチャレンジ

会 長 の 時 間

▲ ソ　ン　グ　「君が代」「奉仕の理想」
　　　　　　　　　　　森脇　保仁　会員
▲ プログラム　
　　　　　　国際奉仕委員会プログラム

1月19日（水）

プ ロ グ ラ ム

0
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　この項目は４つの奉仕部門でそれぞれ50
　点満点中25点が必要ということで、かな
　りハードルが高いように思っております。
２．CLPの導入
　昨年12月のクラブ総会でクラブ細則の変
　更をご承認頂き、来期より導入します。
３．長期計画委員会の設置（CLPの導入に
　あわせて）
　昨年８月月初の理事会で設置をご承認頂
　き、委員会も活動を開始しております。
　この項目は会長賞にも関連しております
　ので、3月末までに方向が決まればと思っ
　ております。
４．20周年に向けてのクラブの基盤づくり
　（Back to basic、出席率向上、各委員会
　の活性化）
　この項目に関しましては、出席率の悪い
　会員もいるようですので、もう少し出席
　率を高めるよう、働きかけようと思って
　おります。委員会の活性化につきまして
　は、例年の通りですが、クラブ奉仕の各
　委員会以外が低調のように思います。会
　長賞にチャレンジする為にも、各委員会
　で会合を開催して頂いて良い知恵を出し
　て欲しいと思います。
５．女性会員の活性化（幹事、SAA、副SAA、
　会報広報委員長）
　普段の例会、IMでの発表、地区大会での
　体操と今期は女性会員はかなり活躍され
　ていると思います。
６．会員の増強３名
　目標が高いとは思わないのですが、今の
　ところ増強出来ておりません。これは、
　会員増強委員会にもがんばって頂かねば
　なりませんが、今後のクラブの存続にも
　かかわって来る大問題ですので、会員の
　皆様全員で増強出来るように努めて行き
　たいと思っております。下半期の重点目
　標です。よろしくお願いします。
７．親睦を深め品位あるクラブ作り
　例会後の茶話会、グルメ同好会等当クラ
　ブの自慢のしどころでもあります。

　今月は来週19日の宝塚３クラブ合同例会、
29日のIM、来月６日は姉妹クラブの熊本水
前寺公園RCの10周年記念例会、３月12、13
日は地区大会、４月６日の当クラブの18周
年記念例会はプロバスクラブとの合同例会
と半分が過ぎますと、あとはあっという間

のように思います。
　残り後半期も、当クラブの和やかな雰囲
気を大事にしつつ、ロータリーの基本であ
る親睦を深め、かつ元気なクラブライフを
目指したいと思っておりますので、皆様の
ご協力よろしくお願い申し上げます。

「幹事上半期会務報告及び下半期活動計画」
　　　　　　　 幹事　田辺 朱希美　会員
　上半期はガバナー公式訪問という大きな
行事がありましたが、皆様のご協力の下無
事に終えることが出来ました。そして、今
期の親睦委員長のご協力のお蔭で、花火大
会、２度の移動納涼例会、家族同伴クリス
マス会等、又Ｂ級グルメ同好会も出来、大
西委員長の下16日には、牡丹鍋をいただき
に行く予定です。本当に上半期は、楽しい
例会を実現できたと思っています。
　下半期も19日の私共、中クラブ主催の３
クラブ合同例会を初めに29日には阪神第３
グループIMが開催されます。私たちも頑張
って参加させて頂きましょう。そして、２
月は熊本水前寺RC10周年記念例会にも出席
させて頂き次々と行事が続きます。
　又、上半期に宝塚中プロバスクラブとの
合同例会も楽しく終えることが出来ました
ように、下半期には４月６日のクラブ創立
18周年記念日に宝塚中プロバスクラブとの
合同例会を予定いたしております。下半期
も皆様のご協力の下、上半期より以上の楽
しい例会を実現したいと思っております。
　そして、柴田ガバナーのご提案なさった
95％の出席率の実現を下半期に達成できま
す事を皆様にご協力をお願いしたいと思い
ます。

「SAA上半期会務報告及び下半期活動計画」
　　　　　　　　SAA　馬場　和代　会員
　会員相互の親睦を図り、品位と秩序ある
楽しい例会運営をと自分なりに努力してま
いりました。卓話の時間を30分間十分確保
する為、時間配分にも気をつけました。
　会長、幹事と前もって打合せを十分にし
なかった事で間違いもあり、ご迷惑をおか
けしましたが会長はじめ皆様のお蔭で何と
か例会終了時刻もたがわず上半期を終える
事が出来ました。副SAAと交代もして、下
半期も品位あるなごやかなクラブ運営にが
んばりますので皆様のご協力よろしくお願
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い致します。　　

「クラブ奉仕委員会上半期会務報告及び下
半期活動計画」
　　　　　　　委員長　栗田　義博　会員
　上半期：楽しく品位ある例会が出来たと
思います。
　下半期：３クラブ合同、Ｂ級グルメ（牡丹
鍋）、熊本水前寺RC10周年例会への参加な
ど行事が目白押しです。皆様よろしくお願
いいたします。

「職業奉仕委員会上半期会務報告及び下半
期活動計画」
　　　　　　　委員長　細川　洋一　会員
　職業奉仕活動として、卓話、職場訪問、
勉強会、その他を予定していましたが、職
場訪問、勉強会ができていません。その他
として地区に出ていますので、地区で勉強
したことを皆様に発表しています。会長が
会長賞をめざされているので皆様に社是、
社訓をお願いしました。下半期活動として
これを一人ずつ発表していただくか、又は
一つの冊子にしてお渡ししたいと思ってい
ます。

「国際奉仕委員会上半期会務報告および下
半期活動計画」
　　　　　　　委員長　大西　利哉　会員
　上半期会務報告：WCSの理解・説明
　下半期活動計画：WCSへの参加予定

　
馬場　和代　君…明けましておめでとうご
　ざいます。今年もどうぞよろしくお願い
　申し上げます。卯年！ピョーンと飛躍の
　幸多き年であります様に。
堀　　弘二　君…新年おめでとうございま
　す。今年もよろしくお願い申し上げます。
細川　洋一　君…明けましておめでとうご
　ざいます。本年もよろしくお願い申し上
　げます。
小山　一子　君…皆様おめでとうございま
　す。本年もよろしくお願いいたします。
　寒さが厳しくなりました。くれぐれもご
　自愛くださいませ。
栗田　義博　君…あけましておめでとうご
　ざいます。去年、うさぎと亀が競争して

　亀が勝ちました。よって今年は亀年です。
　うさぎの様にとびはねるのではなく、一
　歩一歩踏みしめていきましょう。ニコニ
　コ…
草野　　旦　君…明けましておめでとうご
　ざいます。どうぞ、本年もよろしく御願
　い申し上げます！ニコニコ…
槇野　　稔　君…本年もよろしく。ニコニ
　コ
中村　敏治　君…明けまして、おめでとう
　ございます。今年も宜しくお願いします。
中迫　陽治　君…新年おめでとうございま
　す。今年もどうぞよろしくお願い申し上
　げます。ニコニコニコ…
大西　利哉　君…あけましておめでとうご
　ざいます。本年もよろしくお願いします。
阪上　栄樹　君…皆様、あけましておめで
　とうございます。本年もどうぞよろしく
　お願いします。
竹原　善記　君…明けましておめでとうご
　ざいます。本年もよろしくお願いいたし
　ます。

　　　本日の会計　　　　　61,000円
　　　本日までの累計　　 495,000円
　　　　　　　　　　（山本章太郎　記）

◆本日のソング
「君が代」「それでこそロータリー」
　　　　　　　　　　　川添　裕照　会員

◆出席報告

◆幹事報告
　　　　　　　　　　　幹事　田辺朱希美
＊ガバナー事務所より2013－2014年度ガバ
　ナー・ノミニー決定のお知らせが届きまし
　た。
　大室　　　氏（宝塚武庫川RC）が「2013－   
　2014年度国際ロータリー第2680地区ガバ

メイキャップ出席免除者会員数 算　定 本　日 出席率

前々回
12月12日

本　日 30

30

3

2

27

28

22

25 1

81.48

92.86

ニ コ ニ コ 箱

すぐる

かめどし



●４ ●

　ナー・ノミニー」に決定されたことを、
　取り急ぎ、ご連絡申し上げます。
＊私達ホームクラブの親愛なる竹原満登里
　先生が1月15日（土）に逆瀬川地区市民フォ
　ーラムにてご講演なさいます。　
　「認知証の方を応援する（わ）を広げましょ
　う！」
　14：00～15：45（予定）（開場13：15～）
　会場：アピアホール
　14：00～セクション１
　　講演「認知症とはこんな病気」
　　講師：今泉クリニック/竹原満登里先生
　☆ご都合の良い方は奮ってご参加下さい。
＊ホームクラブの事務所のFAXが、TELと
　同じ〔83－1110〕になりました。
＊２月の節食例会は２月16日（水）です。

◆スポット
「理事・役員会議事録」
　　　　　　　　 幹事　田辺朱希美　会員
日程　　平成23年１月12日（水）
時間　　18時30分～19時00分
場所　　宝塚ホテル
出席者　阪上・栗田・田辺・馬場・細川・
　　　　坂上・大西・古川・竹原 
議題
①１月19日（水）宝塚３クラブ合同例会の件
　アトラクションとして、ピアノの大久保
　様に「ゴスペルをみんなで楽しみましょ
　う」と題しまして、ゴスペルソングを聞
　かせて頂きます。
②１月29日（土）阪神第３グループIMの件
　〔卓 話〕馬場　和代会員の朗読「葉っぱ
　　　　　のフレディー」＜いのちの旅＞
　〔カラオケ大会〕田辺朱希美会員
③２月６日（日）熊本水前寺RC10周年記念
　例会へのお祝い金の件
　お祝いとして10万円をお包みすることに
　致しました。
　　　　　　　　　　　　　　　以上承認

ホームページ
http://www.tknakarc.com

　本100万冊分の知識を持ち、人間の
言葉を聞いて受け答えできるIBM製ス
ーパーコンピューターが、米CBSテレ
ビの人気クイズ番組で王者２人と対決
します。英語で質問された質問に英語
で答えます。IBMは1996年、人間のチ
ェスの王者を負かす人工知能を開発し
て世間を驚かせましたが、クイズに答
えるには、あいまいさを含む出題の意
味や文脈を理解し、広範な知識と照合
しなければならず、はるかに複雑な処
理が要求されます。サーバー750台で
構成され、１秒間に80兆回の計算がで
きるそうです。考えれば人間ってすご
いですね。

ひとくち

FAX番号変更のお知らせ

クラブのFAX番号が

　　　　　　　　に変わりました
83ー1112　→　83ー1110
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