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▲ ソ　ン　グ　「我ら日本のロータリア
　ンの歌」　　　　　山本章太郎　会員
▲ プログラム　｢卓話｣
　　　　　　　　　　田中　稔二　会員

次 週 予 告 5月25日（水）本日の例会
▲ ソ　ン　グ　「我らの生業」
　　　　　　　　　　森脇　保仁　会員
▲ プログラム　
　　　　　　　　フリートーキング

5月18日（水）

第860回例会報告 5月11日（水）

　　　　　　　　　　　阪上　栄樹　会長

　皆さんこんばんは、梅雨の走りのような
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会 長 の 時 間

変なお天気が続いておりますが、5月に入り
ゴールデンウィークも過ぎました。今年の
ゴールデンウィークは、東日本大震災の影
響で国内旅行は30%弱、海外旅行が20%弱
減ったそうです。皆さんは休日をどのよう
に過ごされたのでしょうか？「頑張ろう！
日本」を目標に、積極的に行動されました
でしょうか？
　今日のプログラムは先々週4月29日に開催
されました地区協議会の報告となっており
ます。出席されました当クラブの次年度役
員、各委員会委員長の皆様にはご苦労様で
した。今日はよろしくお願いいたします。
国際ロータリーニュースに「若い世代を惹
きつけるロータリークラブ」と題して記事
が出ていましたので、それを少し紹介させ
て頂きます。

　2009年に発足したディアブロ・ビュー・ロー
タリー・クラブ（米国カリフォルニア州ウォー
ルナット・クリーク）では、多忙な若い会員が
例会に出席しやすくなるよう、毎週木曜日の
午後５時半に、地元のバーで例会を開いてい
ます。同クラブは、一般に朝や昼間に行われる
例会に出席することが難しい若い会員でも入
会できるよう、新たに発足したクラブです。
　同クラブでは、ツイッターやフェイスブッ
クなどのソーシャルメディアを通じて会員勧
誘を行っているほか、個人指導プログラムを
取り入れて、会員維持に役立てています。す
べての新会員にメンターを付け、通常の例会

　　　　 《新会員入会式》
　野木久子さんが入会されました。中迫ク
ラブ研修リーダーによるオリエンテーション
の後、例会開催冒頭入会式が行われました。

　新入会員の野木久子会員は、皆様もよく
ご存知の伊和志津神社の宮司でいらっしゃ
います。今回、伊和志津神社のお話が阪上
会長との間で出た時、私の３人の娘達が逆
瀬川幼稚園で今は亡き園長先生に（野木久
子会員のお父様ですが）大変お世話になり
ました。その時の事が懐かしく思い出され
…私が一度お電話をいれてみますとお話し
したのです。本日、野木久子会員にご入会
頂けて本当に嬉しく思います。
　　　　　　　　　　　（田辺　朱希美）
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以外の場で個人指導を行っています。
　その他のクラブで若い会員を惹きつけるた
めに行われている実例をご紹介します。
　ホープ・アイランド・ロータリー・クラブ（オ
ーストラリア、クイーンズランド州）では、学生
会員イニシアチブを通じ、例会にクラブが経
費を負担して大学生を招待し、クラブに若い
人たちの考え方を紹介しています。｠ 
　ラスベガス・ロータリー・クラブ（米国ネバダ
州）は、クラブ内に「25歳クラブ」を設立し
ました。子クラブの会員は、親クラブとは別
の追加例会を開いたり、交流会を開催したり、
多くの奉仕プロジェクトを実施しています。
入会者は若い人が多く、入会１年後に親クラ
ブに移行します。｠ 
　クローリー・ロータリー・クラブ（オーストラ
リア）は、新会員の移行期を手助けするため
の個人指導プログラムを開始しました。会員
の平均年齢は、現在30代となっています。 
　ブリックタウン・オクラホマシティ・ロータ
リー・クラブ（米国オクラホマ州）の例会は、
居酒屋で開催されます。クラブは、例会への
初参加者に、無料で２杯まで飲み物を提供し
ています。
　サウス・メトロ・ミネアポリス・イブニングス・
ロータリー・クラブ（米国ミネソタ州）は、食
事を提供しない夜の例会を開催し、経費を抑
えています。毎月３回目の例会は、市内で毎
回場所を変え、サービスタイム／ネットワー
キング行事を実施し、４回目の例会ではボラ
ンティア活動を行っています。

　我々のクラブもいろいろと新しい試みを
試してみて、次の若い世代を惹きつけるよ
うなクラブになりたいものだと思います。
　６月19日には竹原親睦委員長に次の日帰
りバスツアーの企画を立てて頂いておりま
す。是非多くの会員家族に御参加頂き、皆
さんで行きたいと思います。よろしくお願
いします。

◆2011年地区協議会報告
　　　　　　　　　次期会長　栗田　義博
　４月29日（祝）、例年と同じくポートピア
ホテルで次年度の役員の研修会である地区
協議会が開かれました。
　次期RI会長はカルカン・バルジーさんで、
テーマは“Reach With in to Enbrace 
Humanity”で、これを日本語では「こころ

の中を見つめよう、博愛を広げるために」
と訳しております。当2680地区の次期ガバ
ナーは久野薫さんで、神戸RCの方で私と同
じくお医者さんだそうです。
　今回、全体会の行われたポートピアホテ
ルでは、前列の真中に陣どってお話をうか
がいました。もちろん次期幹事の田中哲三
さんが「ここで聴きましょう」と連れだっ
て下さったからで、私がこんな最前列のま
ん中で講演を聴くのは最初で最後のことと
頑張って（？）聴いてきました。
　講演では次期研修リーダーの橋本一豊さ
んの「日本にリーダーは入るのか？」「リー
ダーとは」との講演が印象的でした。会長
はロータリークラブのリーダーでなければ
ならない、リーダーたるものどうすれば良
いかを考え、来たる次年度の我がロータリ
ークラブを楽しく有意義なものにしていこ
うと考えております。

「幹事部門報告」
　　　　　　　　　次期幹事　田中　哲三
１．久野ガバナーエレクト
・RI会長テーマ
　''Enbrace Humanity'' 直訳すれば、慈悲を
　抱きしめる。仏語の四無量心（慈・悲・
　喜・捨）に同じ。四無量心とは、仏が一
　切の衆生に対し持つ“あわれみの心”
　慈無量心：安楽を与える
　悲無量心：苦難を除く
　喜無量心：衆生が喜ぶことを喜ぶ
　捨無量心：執着のこころがなく、誰に対
　　　　　　しても平等である
・次年度の取組み
　ロータリーの根本である“クラブ奉仕・
　職業奉仕”につき、各クラブで棚卸を実
　施し、継続・改革の判断をする。
２．地区委員会特記報告　　　省略

プ ロ グ ラ ム
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３．部門別分科会（幹事部門）
・幹事の業務（心得）
　管理・運営面の全責任を負う→情報は一
　応全部目を通す→会長へ報告
＊諸手続に熟知（要覧・規定・細則は一読
　の事）
＊内外の情報のプール
＊資料の確認（会計、出席報告＝欠席理由
　の掌握、等）
　クラブの雰囲気作り→気配り　ガバナー
　公式訪問の資料作成
　その他、ガバナー事務所との連絡・メー
　ルを基本とする
　資料の締切、送金期限等、日程厳守

「クラブ奉仕部門報告」
　　次期クラブ管理運営委員長　蓮尾　春輝
　　　　　　　　　　　　　（坂上 代理）
　クラブ奉仕部門の分科会は、次期クラブ
奉仕小委員会の樋口副リーダーの開会挨拶。
・リーダー次期クラブ奉仕委員長
　　　　　　　大内　晋二様（姫路中RC）
　クラブ奉仕委員会の特色及び存在意義に
　ついて、03ー04年ガバナー（故）本山新三
　様（篠山RC）資料①（６枚）に基づき説明。
　（資料クラブ事務所保管）
・2680地区内各クラブ会費・会場費等一覧
　表。資料③（２枚）詳覧ください。（資料ク
　ラブ事務所保管）
・副リーダー次期IT情報小委員長
　　　　　　　圓増　亮介様（篠山RC）
　ソーシャルメディアを活用したクラブ広報
　と情報収集について、登録方法を資料②
　（２枚）説明。（資料クラブ事務所保管）

「クラブ奉仕委員会へのガバナー諮問事項」
・地区内各クラブの現状分析と活性化支援
・ロータリー家族の参加支援
・CLPの検討
・クラブ研修リーダーの選任の支援
・広報活動の重要性確認と実施方法の検討、
　実施

「増強・拡大部門分科会報告」
　　　次期増強・拡大委員長　小山　一子
◇時：４月29日　於：神戸ポートピアホテル
◇次第：
開会（15：45）
開会挨拶

　副リーダー次期委員紹介　福本　均（相生RC）
　　　（次期増強・退会防止小委員長）
次期増強・拡大委員長挨拶
　リーダー　獏　泰吉（宝塚武庫川RC）
　　　（次期増強・拡大委員長）
アナライザー手順説明
基調報告
　副リーダー　猪子禮司（姫路東RC）
　　　（次期増強・拡大副委員長　拡大小委員長）
総括　　　副リーダー　福本　均
閉会（17：10）
　リーダー　獏　泰吉（宝塚武庫川RC）
　　　（次期増強・拡大委員長）
★第一部全体会議における、地区委員会へ
　のガバナー諮問事項といたしまして
　１）会員増強
　　・各クラブ純増１名、地区全体で74名
　　・女性会員、若年者会員の増強
　　・財団学友の入会支援
　２）会員数25名未満のクラブ数の５％減
　　　少策の支援
　３）少なくとも一つの新クラブ設立支援
　　　となっています。
★７月９日（土）神戸女子大学にてセミナー
　が予定されています。
★分科会では、アナライザー使用という初
　めての試みで、携帯電話を設定し、アン
　ケートの設問事項10を瞬時に％として円
　グラフ表示され、便利さにびっくりいた
　しました。後日各クラブに結果を送付さ
　れます。
★色々な退会防止策や女性会員獲得談が披露
　され、興味深かったのですが、例えば「女
　性を入れるとワシは止める」と云っていた
　メンバーで今のところ止めた人無しと。
★今まで地区で女性会員５名が最高だった
　が、2011年１月現在でしたので現在のホ
　ームクラブは５月現在＋３、合計７名は
　地区最高となったと思うと、とても嬉し
　く、又男性会員の先見の明に感服してい
　るところでございます。

「ロータリー財団委員会報告」
　　次期ロータリー財団委員長　中迫　陽治
　　　　　　　　　　　　　（前田代理）
　全体会議での重点分野・強調事項です。
◎重点分野
　①平和と紛争予防・紛争解決
　②疾病予防と治療
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　③水と衛生設備
　④母子の健康
　⑤基本的教育と識学率向上
　⑥経済と地域社会の発展
◎強調事項
　①家庭
　②継続
　③変化
▶ガバナー諮問事項
・年間一人100米ドル財団への寄付（EREY）
・財団の「未来の夢計画」の理解と協力
・GSEの派遣と受け入れの同年度内実施
・国際親善奨学生の派遣と受け入れ
・ポリオプラス２億ドルチャレンジ最終年、
　会員一人50米ドルの寄付
・財団セミナーの実施
　2017年ロータリー財団が100周年を迎える
ことを踏まえ、2005年管理委員会は「未来
の夢計画」を計画し、2013-14年度からすべ
ての地区で実施されます。

「社会奉仕委員会報告」
　　　　次期社会奉仕委員長　細川　洋一
１．何故社会奉仕をするのか（個人奉仕が
　主なのに）
　・行動して初めて人間性ができる
　・ホームページで奉仕活動がでている
　・社会奉仕、教育問題、プロバスの３つ
　　の小委員会がある
２．諮問事項について
　・RIの重点化人道的奉仕への地区活動資
　　金の活用支援
　　　地区補助金を使って下さい…今年17
　　　　件、3,157千円
　　　原則、人道的プロジェクト…環境的
　　　　プロジェクトも数件あった
　　　申請者、チェックリストについて説
　　　　明…申請期日６月30日
　・地区ニーズにあう長期継続奉仕活動の
　　開拓
　・LD児童のための講演会の継続
　・ロータリー家族間の交流支援（RC、RAC、
　　IAC、プロバス、RYLA）
３．現在地区に22のプロバスクラブがある
　10月26日プロバス交流会
４．発達障害について　講演会の説明
　地区補助金が６月末締め切りです。何か
いい人道的奉仕プロジェクトがあれば御連
絡下さい。

「米山奨学委員会報告」
　　　　次期米山奨学委員長　矢野　浩臣
　（財）ロータリー米山記念奨学会は、勉学ま
たは研究のために来日し、わが国の正規の
学校または研究機関に在籍する外国人留学
生に対して奨学金を支給し、彼らの留学の
目的を支援するとともに、ロータリーの理
想とする、国際理解と親善に寄与すること
を目的としております。また、ロータリー
活動の中でもこの米山奨学事業は、日本独
自の事業であり、年間およそ800人、累計で
１万5,776人、その出身国は世界119の国と
地域の及んでいます。
　2011ー12年度のガバナー諮問事項として４
点あげられています。
　①一人平均15,000円の寄付促進
　②サブ世話クラブの充実・支援
　③米山学友との交流促進
　④PHD協会理解の推進・支援
　奨学生の受入人数が寄付金不足により減
少していることから、今年度は普通寄付金
の増額（4,000円→6,000円）の協力をして頂
いたことにより、過去３年間の寄付金個人
平均額5,100円から10,333円と倍増いたしま
した。次期につきましては、10月の米山月
間の際に米山ボックスを設置して、特別寄
付金（任意）の協力や米山記念奨学事業の
ビデオ放映を行い、改めて理解を深める活
動をしていきたい。

◆幹事報告
　　　　　　　　　　幹事　田辺　朱希美
＊須賀川南ロータリークラブ会長　後藤一晃
　様よりメールを頂戴致しましたので、読
　ませて頂きます。
　　宝塚中ロータリークラブ　
　　　会長　阪上　栄樹様
　　　会員ご一同様
　先ほどの東日本地震、津波災害に際し、
多大なるご支援を頂き、誠に有難うござい
ました。
　去る５月２日後藤一晃会長、鈴木壽男会
長エレクト、村越弘道幹事が須賀川市長を
訪ね、皆様からお預かりした義捐金を手渡
ししてまいりました。
　また、当クラブのテリトリ－内の鏡石町
町長にも、同趣旨でお渡ししてまいりまし
た。福島県民も、わがクラブ員も復興のた
め個別に頑張っております。
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　原発事故での精神的不安は非常に強いも
のがありますが、少しずつ落ち着きを取り
戻している感があります。世界の、国内各
地からの暖かいご支援、ご声援に、深く感
謝し、何としても復興を果たさねばと決意
しております。
　少し、整理が片付きましたら、貴クラブ
をお伺いさせて頂きたく思います。本当に
有難うございました。クラブロータリアン
の皆様にくれぐれもよろしくと、お伝えく
ださい。
　　　　　　須賀川南ロータリークラブ
　　　　　　　　　　　会長　後藤　一晃
　　　　　　　　　　　　　　内藤　健二
　上記内容のメールと橋本克也須賀川市長
に義捐金を手渡された時の新聞掲載の記事
をメールにて送られてまいりました。皆様
に回覧致します。

＊ガバナー事務所より下記内容のファクス
　が届きましたので読ませて頂きます

　いつもお世話になっております。先日は
東日本大震災の義捐金として、1,047,220円
お振込頂きありがとうございました。
　第２回の締め切り（３/31～４/20)では、
38クラブからのご賛同をいただき、合計で
17,332,578円を４月20日にガバナー会へ送金
いたしました。
　以上取り急ぎご報告させていただきます。
　　　　　　　　　　　　ガバナー事務所

＊ガバナー会より下記内容のファクスが届
　きましたので抜粋して読ませていただき
　ます
　　　　　　　　　議　長　　上野　　操
　　　　　　東日本大震災支援検討委員会
　　　　　　　　　委員長　　織田　吉郎
　「ガバナー会にお寄せいただいた義援金
　の集計報告と今後の支援方針について」
前略
　このたびは、東日本大震災義援金のご支
援をお願い致しましたところ、多くの地区
クラブ会員の皆様のご理解とご協力をいた
だき、その金額は５月２日正午現在、約７
億８千万円となっております。心から御礼
を申し上げます。……　　　　　
　皆様からの義援金のロータリーらしい使
途について、……ロータリーらしい支援活
動とは、①公正にして、②建設的であり、

なお且つ ③温かいプログラムであること、
という視点から次の２本の柱を設定し鋭意
検討を進めております。
①災害遺児の教育環境支援プログラム　　
　中学・高校・大学・専門学校生への奨学
　金支援
②ファイブ・フォー・ワン・クラブプログラム
　非被災５クラブが１つのグループを作り、
　被災１クラブを物心両面で支えるプログ
　ラムの展開
　　これらの活動を展開するにあたっては、
　インターアクト、ローターアクト、RYLAの
　新世代プログラムとカウンセラー、ホスト
　クラブ等、ロータリー既存の制度を最大
　限活用して、災害遺児とその家族にあた
　たかく寄り添えるようなプログラムにし
　たいと考えております。年度内には、よ
　り具体的な支援内容をご提示できるもの
　と思います。……　　草々

川添　裕照　君…野木様の御入会を祝して。
　同年代ですね。ニコニコ
阪上　栄樹　君…野木様御入会お目出とう
　ございます。当クラブがますますはなやか
　になりニコニコです。クラブ会員の皆様、
　男性の増強にもよろしくお願いします。
竹原　善記　君…本日も「あじさい寺とフ
　ランス料理の日帰りバスツアー」を回覧い
　たします。ふるって御参加お願いします。

　　　本日の合計　　　　　10,000円
　　　本日までの累計　　 793,000円
　　　　　　　　　　（田中　哲三　記）

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

◆出席報告

メイキャップ出席免除者会員数 算　定 本　日 出席率

前々回
4月27日

本　日 33

32

5

5

28

27

26

22 3

92.86

92.59

ニ コ ニ コ 箱
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◆スポット
「第1回地区クラブ奉仕委員会」報告
　　　　　　　　　地区委員　小山　一子
日　時　５月７日（日）午後５時～
場　所　神戸三宮　西村屋和味旬彩
出席者　久野ガバナーエレクト、石丸ガバ
　　　　ナーノミニー、大橋次々期代表幹
　　　　事、大内委員長はじめ委員
次　第　　　　　司会進行　樋口副委員長
１．開会挨拶　　大内委員長
２．出席者確認　自己紹介
３．ガバナーエレクト挨拶　久野ガバナー
　エレクト
６．議事　　　　　　　司会　大内委員長
＊次年度地区委員会へのガバナーエレクト
　諮問事項について、地区協議会、責任出
　席などにて、欠席委員に当時の説明と各
　委員への確認
　①地区内各クラブの現状分析と活性化支援
　②ロータリー家族の参加支援
　③CLPの検討
　④クラブ研修リーダーの選任の支援
　⑤広報活動の重要性確認と実施方法の検
　　討、実施
７．久野ガバナーエレクト講評
８．閉会挨拶　　大内委員長
９．第一部終了　７時10分
11．引き続き反省会・懇親会
　終了８時30分
★次年度の委員は各グループから一名が加
　わり活発な意見交換が行われ、有意義な
　委員会であった。

「ゴルフコンペのご案内について」
　　　　　親睦委員会　吉田　忠司　会員
　６月１日（水）に予定しておりました親睦
ゴルフコンペを、６月29日（水）に変更致し
ます。近々回覧致します。

「理事・役員会」
　　　　　　　　　　幹事　田辺　朱希美
日　程　平成23年５月11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・田中（哲）
　　　　細川・坂上・大西・古川
議　題
①ロータリー財団　国際親善奨学生募集
　2012－2013年度ロータリー財団国際親善

　奨学金　　　　　 
　上記、奨学生にホームクラブとして、都築
　誠（つづき　まこと）さんを推薦すること。
　現住所：宝塚市安倉中３丁目１－18　　
　近畿大学法学部政策法学科
　第一志望：イギリスのサセックス大学、
　第二志望：イギリスのイースト・アング
　リア大学、希望専攻分野：国際関係学　
　　　　　　　　　　　　　　　以上承認
②次週のプログラム「卓話」田中哲三会員
　が６月８日に変更。次週のプログラムは
　フリートーキングになりました。

ホームページ
http://www.tknakarc.com

　西日本大震災で大きな被害をうけた
福島原子力発電所の原子炉の話です。
ここで使われている原子炉は沸騰水型
原子炉と呼ばれるもので、ウラン燃料
が入っている圧力容器の大きさは、鋼
鉄製で高さ20メートル、内径は６メー
トル、厚みは16cmもあるそうです。
津波で燃料の冷却が出来なくなり、穴
が開いてしまいました。すさまじいエ
ネルギーです。１日も早い収束を！！！

ひとくち

5月の誕生日、MY記念日では、
槇野会員の歯科医院開業日をお祝いしました
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