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▲ ソ　ン　グ　「我らの生業」
　　　　　　　　　　山本章太郎　会員
▲ プログラム　
　　　　　　　　年度最終例会

次 週 予 告 6月29日（水）本日の例会
▲ ソ　ン　グ　「それでこそロータリー」
　　　　　　　　　　森脇　保仁　会員
▲ プログラム　
　　　　　　　　年度末会務報告

6月22日（水）

第865回例会報告 6月15日（水）

0

「宝塚市から、大船渡市へ“花苗プランター
寄贈”支援の御礼報告」

　宝塚市を代表してお二方より、我がクラ
ブにお礼の言葉を頂きました。

《御 礼 報 告》

宝塚市産業文化部　
産業振興室長
　　　山本　寛様

宝塚市　
農政課長
　　　柴　俊一様

　　　　阪神第３グループガバナー補佐
　　　　　　　　　　　　福間　則博　様

　こんばんは。本日貴クラブに出席させて
いただき、私は心暖まる気持ちとなりまし
た。それは、例会場の前で皆様に暖かく迎
えていただいたり、全員の皆様と握手をし
たり、あるいは多数の女性会員の方の笑顔
に接したからであり、更には本日貴クラブ
が東日本大震災の被災地である大船渡市を
支援する寄付を宝塚市にされたり、また、
週報によれば貴クラブの姉妹クラブで震災
被害を受けた須賀川南RC会長様が、貴クラ
ブに来られているのを知ったりしたからで
ありましょう。私は、貴クラブのおもてな
しと友情と奉仕の実践に胸を打たれ、仕事
を終えたばかりで緊張していた私の気持ち
が次第にほぐされ暖かくなっていくのを感
じました。
　貴クラブは本年度阪上会長及び田辺幹事
の下で多大なる進展をみせられました。私

《ご　挨　拶》
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は阪上会長の７つの目標のうち７番目の「親
睦を深め品位あるクラブを作る」というの
が大好きです。「品位あるクラブ」という崇
高にして究極的ともいうべき目標を阪上会
長はクラブの具体的な目標に設定されまし
た。ここに阪上会長の決意が込められ、そ
れが明確に宣言されたことにより貴クラブ
はそれに近づきその目標を実現されていっ
たのではないかと思う次第です。
　本年度のRIテーマの前半部分は「地球を
育む」（Building Communities）というもの
でしたが、実際大地震により街が壊滅的な
打撃を受けまさに地域を建設しなければな
らない状況になりました。これからまさに
貴クラブが発揮されているようなロータリ
ー精神を更に発揮し、この難局を乗り切ら
なければならないと思う次第です。
　貴クラブの今後益々のご発展をお祈り申
し上げます。１年間のご協力ありがとうご
ざいました。

　　　　　　　　　　　阪上　栄樹　会長
　皆さんこんばんは、本日は今期最後のク
ラブ訪問に当グループガバナー補佐の福間
則博様をお迎えしております。ようこそお
越し下さいました。そして、同セクレタリ
ーの小西浩之様、ようこそお越し下さいま
した。福間様には後程ご挨拶よろしくお願
い致します。そして、今夜もクラブゲスト
として御出席頂きました大門美智子様、よ
うこそお越し下さいました。時間の許す限
りゆっくりとご歓談下さい。
　そして、宝塚市役所から産業文化部産業
振興室長の山本寛様と同農政課長の柴俊一
様をお迎えしております。山本様には当ク
ラブからの目録をお渡しし、柴様には大船
渡市へ行ってこられましたご報告をお話し
頂きます。御二方は食事をされないという
ことですので、いつもと例会の順序を変更
させて頂き、先に目録をお渡しし、お話を
聞くことにしましたのでよろしくお願い致
します。
　山本様と柴様どうぞ前にお越し下さい。
『目録
　東日本大震災で被災されました被災者や
子供たちの心の癒しとなるよう花苗プラン
ターを岩手県大船渡市の小・中学校に贈る
という宝塚市と宝塚市の花き・植木産業関

係団体のプロジェクトの趣旨に賛同し、宝
塚中ロータリークラブは宝塚市に対して金
30万円を寄贈致します。
　平成23年6月15日
　宝塚中ロータリークラブ会長　阪上栄樹』

◆次年度活動方針発表
「2011ー2012年　運営方針」
　　　　　　　　　次期会長　栗田　義博

　次年度会長を仰せつかり、ありがとうご
ざいます。
　次年度で創立19年目、私は入会12年目と
なります。当クラブの発展のため、できる
限りの努力をしていきたいと存じます。皆
様の御協力をよろしくお願いいたします。
　さて、次年度国際ロータリー会長カルヤ
ン・バネルジー氏のテーマは "Reach Within 
to Embrace Humanity" であります。日本
語訳は「こころの中を見つめよう　博愛を広
げるために」です。シンボルマークは心（ハ
ート）が広がっていく様子をえがいている
そうです。
　このテーマはロータリーの精神そのもの
と言って良いのではないしょうか。我々一
人一人がロータリアンとしての自覚をもっ
て博愛の心を世界中に広げましょう。私の
当クラブの運営方針もこれにのっとって行
うことと致しますが、それにはまず、会員
一人一人の自己研鑽が大切と考えます。具
体的には、①楽しく有意義な例会、②ロー
タリアンとしての自覚を持った職業奉仕（社
会奉仕）と考えます。
　又、今年は我が国で未曽有の大災害があ
りました。これに対して、我々ロータリア
ンとしてのできる限りのことをしていくの
も大切なテーマと考えます。
　次年度も有意義なロータリー活動をして
いこうではありませんか。

プ ロ グ ラ ム

会 長 の 時 間
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「幹事について」
　　　　　　　　　次期幹事　田中　哲三
　クラブ運営が円滑に行われる様、クラブ
活動状況を把握し、伝えられる種々の情報
の処理を遅滞なく行うと共に、会長及び会
員各位とのコミュニケーションに努め、会
長補佐としての職責を果たす。

「SAA・例会運営委員会」
　　　　　　　　次期委員長　草野　　旦
▼基本的任務
　例会の運営が円滑に行なわれるよう準備
を整える。
　楽しく有意義な例会になるよう努める。
▼重点目標
　マンネリ化しないよう例会に工夫をこら
していきたい。
▼具体的活動
　活気ある例会にするにはどうすればいい
か。会員各位の協力を求めていきたい。

「会計について」
　　　　　　　　　次期会計　前田　正明
・正確
　会計の基本はどこの企業であれどこの団
体であれ正確であることが一番。
　いつどこからいくら入金・いつどこへい
くら出金かを正確にかつ確実に行いたい。
・予算
　各委員と相談し活動計画を進めていきたい。
　もちろん皆様のご協力を宜しくお願いた
します。

「会員増強委員会」
　　　　　　　　次期委員長　小山　一子
▼基本的任務
　会員を増強し、退会を防止する。
▼重点目標
　クラブの職業分類を再確認し、未充填部
門に対し候補者の推薦を依頼する。
　会員純増１名以上とする。
▼具体的活動
　クラブを挙げて会員増強ができるよう会
員各人の認識を深めていただく。
　当クラブの特徴である女性会員の増強に
も、尚一層の協力を依頼する。

「奉仕プロジェクト委員会」
　　　　　　　　次期委員長　細川　洋一
▼基本的任務

　地元地域社会および他国の地域社会にお
けるニーズに応える教育的、人道的、およ
び職業関係のプロジェクトを立案し、実施
する。
▼重点目標
　各委員会がニーズに応える奉仕活動を行
なえるように情報提供し、応援する。
▼具体的活動
　各委員会と連絡を密にし、奉仕の実践に
ついて内容をみていく。

◇
　ほか、次期副会長兼「クラブ管理運営委員
会」次期委員長　蓮尾春輝、「クラブ広報委
員会」次期委員長　大西利哉、「ロータリー
財団」次期委員長　中迫陽治の各氏より方針
の説明がありました。

◆幹事報告
　　　　　　　　　　幹事　田辺　朱希美
＊本日は特に幹事報告は御座いません。
　福間ガバナー補佐、小西セクレタリ－、
　本日はようこそお越し頂き有難うござい
　ます。今期一年本当にお世話になりまし
　た。色々とお勉強させていただきました。
　今後共、宜しくお願い致します。どうぞ、
　ごゆるりとお過ごし下さいませ。　

福間　則博　様（宝塚RC）…１年間、ご協
　力ありがとうございました。宝塚中ロー
　タリークラブ様の益々のご発展をお祈り
　申し上げます。
馬場　和代　君…宝塚市から山本産業文化
　室長様、柴農政課長様、ようこそおいで
　下さいました、ごゆっくりどうぞ。福間ガ
　バナー補佐そしてご随行の小西様ようこ
　そ！一年間色々お世話になり、又、I・M
　では大変勉強になりました。ありがとう
　ございました。
古川　彰治　君…福間ガバナー補佐、小西
　セクレタリー、一年間大変ご苦労様でし
　た。会長幹事時代含め、二年ロータリー
　づけでしたね。
細川　洋一　君…福間ガバナー補佐、１年
　間お疲れ様です。小西さん、ようこそ、
　ごゆっくりなさって下さい。
栗田　義博　君…福間様、小西様、山本様、
　柴様、ようこそいらっしゃいました。本
　年度も残りわずかとなり、私としては段
　々緊張してまいりました。かじをとる方

ニ コ ニ コ 箱
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　向をまちがえない様に…
小山　一子　君…ガバナー補佐福間様、よ
　うこそ。今夜もよろしくお願いいたしま
　す。「阪上丸」の無事接岸が間近かに迫り
　ました。会長・幹事、理事役員の役員の
　皆様、大変お疲れ様でございました。
阪上　栄樹　君…福間ガバナー補佐様、そ
　して随行の小西様ようこそお越し下さい
　ました。１年間御苦労様でした。
竹原　善記　君…①福間ガバナー補佐、１
　年間ありがとうございました。②６月19
　日の日帰りバスツアーにたくさんの会員
　に参加頂き、ありがとうございます。当
　日は８時20分に宝塚ホテル正面玄関にお
　集まりお願いいたします。
田辺朱希美　君…本日は、福間ガバナー補
　佐様、小西セレクタリ－様、ようこそお
　越し頂き本当に有難うございます。どう
　ぞごゆるりとお過し下さいませ。宝塚市
　の山本室長様、柴事務局長様御世話にな
　ります。ようこそお越し下さいました。
　どうぞごゆるりとお過し下さいませ。

　　　本日の合計　　　　　 46,000円
　　　本日までの累計　　1,015,000円
　　　　　　　　　　（田中　哲三　記）

◆本日のソング
　「四つのテスト」
　　　　　　　　　　　川添　裕照　会員
◆出席報告

◆クラブゲスト
　山本　寛様（宝塚市）
　柴　　俊一　様（宝塚市）
　福間　則博　様（ガバナー補佐／宝塚RC）
　小西　浩文　様（宝塚RC）
　大門美智子　様

◆スポット
「次年度　理事・役員会」
日　程：平成23年６月15日（水）

時　間：20時00分～
場　所：宝塚ホテル
出席者：栗田・蓮尾・田中（哲）・前田・細川・
　　　　大西・小山・中迫・阪上・古川　
議　題：
①次年度　委員会構成・スケジュール　　
　承認　
②予算・会費案審議
　承認

メイキャップ出席免除者会員数 算　定 本　日 出席率

前々回
6月1日

本　日 33

33

3

4

30

29

23

24 3

76.67

93.10

ホームページ
http://www.tknakarc.com

 放射線の研究で1903年と1911年のノーベ
ル賞を受賞したキュリー夫人の話です。彼
女の実験室はパリのキュリー博物館として、
そのままの姿で保存されています。当時は
放射能の怖さがそれほど認識されておらず、
直筆の論文などのうち、1890年以降のもの
には放射性物質が含まれています。彼女の
料理の本からも放射線が検出されているそ
うです。これらは鉛で封された箱に収めて
保管され、閲覧するには防護服着用が必須
となるのです。放射能の怖さを物語ってい
ますね。

ひとくち

▲▶
6月19日の
親睦旅行にて

◀
1年間の任期満了
を間近に控えて
ケーキカット
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