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▲ ソ　ン　グ　「君が代」「奉仕の理想」
　　　　　　　　　　草野　　旦　会員
▲ プログラム　
　　　会長、幹事、５大奉仕委員長挨拶　　

次 週 予 告 7月6日（水）本日の例会
▲ 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

6月29日（水）

第866回例会報告 6月22日（水）
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　　　　　　　　　　　阪上　栄樹　会長

　皆さんこんばんは、宝塚武庫川ロータリー
クラブから平田敬二郎様、ようこそお越し
下さいました。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、
時間の許す限りゆっくりとご歓談下さい。
　今日は夏至ですが、本当に梅雨らしいじ
めじめとしたうっとうしいお天気が続いて
おります。皆さん体調の管理にはお気を付
けてお過ごし下さい。
　さて、19日の日曜日にはポリオをなくそ
うチャリティーコンサートに出席して頂き
ましたお二方、中迫会員と谷口会員にはあ
りがとうございました。そして、同日の親
睦委員会主催の日帰りバス旅行には多数御
参加頂きありがとうございました。雨上が
りのしっとりとした慈光院、おしゃれなル・
ベンケイでの昼食、そして矢田寺では梅雨
空に映えるアジサイがちょうど見頃で、い
ずれの場所もとても良かったです。家内も
大変喜んでおりました。銀のステッキ旅行
の荒木さんと竹原さんというお二人の名ツ
アーコンダクターのおかげでとても快適な
バスツアーでした。ル・ベンケイでは思い
もよらぬサプライズも用意されており、幹
事と伴に大変感激致しました。30年ぶりの
ケーキ入刀でどきどきしました。竹原親睦
委員長様、本当にお世話になりありがとう

会 長 の 時 間 ございました。
　そして、20日の月曜日には年度末という
ことで、田辺幹事と田中次年度幹事と伴に
宝塚中プロバスクラブの今期最後の例会に
出席してまいりました。出席会員数は７名
で、今12名在籍しておられるそうですが、
長期の欠席者もおられるとのことで、設立
４年目に入り今期からは補助金をお出しし
ていないのですが、いま少してこ入れが必
要な気がして帰ってまいりました。来期に
向けて次年度に託したいと思います。
　今日はプログラムで今期の会務報告とい
う事になっておりますので、後程また、お
話させていただきます。

◆「2010～2011年　会務報告」
　　　　　　　　　　　会長　阪上　栄樹
　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
　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
ハードルが高く申請が３月末でしたので、断
念致しました。この項目についてのチャレ
ンジは失敗してしまいました。私の不徳の
致すところです。各項目をみますと、３月末
までに申請が必要なのですが、過去12か月
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現ロータリー年度、会員増強については７
月１日から１月というような期間のしばり
がございました。そこで昨年４月からの当
クラブの活動を入れますと、会員増強１名
が１月中に出来ていれば、会長賞は受賞出
来ていたのではと思います。来期以降の参
考にしていただければ良いと思います。
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、すでにお配りいただいて
いる来期の委員会構成表のように導入が決
定しております。
３．長期計画委員会の設置（CLPの導入に
　あわせて）
　当初次年度からで良いと考えていたので
すが、早い方が良いと思い直し、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、会員へのアンケート調査
や会議などをして頂いております。東日本
大震災の影響で、長期計画そのものの見直
しが必要となりましたが、5月25日に開かれ
ました臨時理事役員会で古川長期計画委員
長提案の「マッチ・タフキャンプ」への支
援が決定されております。これは被災地の
子供たちを応援するプロジェクトで今期か
ら５大奉仕に入れられました新世代奉仕に
なります。詳細については今後詰めること
となっております。また、20周年もすぐそ
こまで来ましたので、周年事業として何を
するのかも決めていかないといけないと思
います。
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
ましたが中々うまく行っていないのが現状
です。しかし、周年記念例会での100%出席
表彰も発表だけでしたが、復活いたしまし
た。委員会の活性化につきましては、例年
の通りですが、各委員会委員長さんはそれ
ぞれ真剣に取り組み活動していただいたの
ではと思っております。MY記念日のプレ
ゼントの復活もあり特に親睦委員長さんに
はかなりご活躍頂いたと思います。ありが
とうございました。そして、職業奉仕委員
会では皆さんにお渡しするのは来期になる
そうですが、皆さんの会社の社是や家訓を

まとめて頂いております。さらに、今期特
別委員会として当初から立ち上げておりま
したウエブサイト作成特別委員会には当ク
ラブの念願でありましたクラブのホームペ
ージを立ち上げて頂きました。クラブの広
報にも役立ち、入会希望者に見て頂いたら
クラブがどのような活動をしているか、分
かり易くなったと思います。これからは、
色々なロータリーの情報も載せて頂きどん
どん進化して行けば良いと思っております。
そして、今期からは会報も前田会員のご協
力で印刷も変わりすばらしいものになって
おります。どの委員会もそれぞれよくがん
ばって頂いたと思います。ありがとうござ
いました。
５．女性会員の活性化（幹事、SAA、副
　SAA、会報広報委員長）
　普段の例会での女性会員のそれぞれのお
役目としての働きはもちろんのこと、ガバ
ナー補佐から高い評価をいただきましたIM
での馬場会員の発表「葉っぱのフレディ―」
とアトラクションでの田辺会員の「天城越
え」、また地区クラブ奉仕委員会への小山会
員の出席、そして桑田会員には出来上がる
のは来期になりますがクラブお揃いのジャ
ケットの制作など女性会員はそれぞれの得
意分野でかなり活躍されたと思います。こ
のような色々なことが会員増強にもつなが
ったと思っております。そして、忘れては
ならないのが毎月第３週目に行われている
小山会員による体操です（今月、６月はプ
ログラムの都合で第４週目に実施）。東日本
大震災がなければ今年の地区大会でもOur 
Rotary Lifeというプログラムの中で実施さ
れる予定でした。
６．会員の増強３名
　上半期会務報告の際に、「下半期の重点目
標です。よろしくお願いします。」と申し上
げていましたのが功を奏しましたのか、目
標通りの３名の増強、しかも全て女性会員
ということになりました。当2680地区最多
の女性会員数となりました。来期にはもう
１名も決定しておりまして、当グループ初
のご夫婦のロータリアンの誕生です。こん
なにうれしいことはないと思っております。
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、日帰
り旅行、双子クラブ訪問、家族同伴例会、
プロバスクラブとの合同例会等々、親睦を
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深める活動は当クラブの自慢のしどころで
もあります。
　２月の熊本水前寺公園RC10周年には多数
御参加頂き、当クラブへの感謝状も頂いて
まいりました。メーキャップに来られたお客
様、当クラブをご訪問下さった方々からは
「例会進行もスムーズで居心地の良いクラ
ブですね。」と度々お褒めの言葉を頂きまし
た。会員の皆様全体の雰囲気がそういう言
葉につながったのだと思います。本当に会
員の皆様のおかげだと思っております。私
はこの、「親睦を深め品位あるクラブ作り」
というのがロータリー活動の最も基本であ
ると思っております。これ無くしては奉仕
活動も出来ないと思います。４月６日の当
クラブの18周年記念例会過ぎますと、あと
は大してすることも無く気が抜けるのでは
と思っておりましたが、大震災のお陰と言
いますと不謹慎ですが、震災義捐金の対応
他クラブの各委員会の活動も前にも増して
活性化したように思います。

◇
　以上７項目の内６項目についてはクラブ
目標は達成されたと思います。そして、大
震災後の３月23日の例会では残りの期間の
クラブの目標の中心を「がんばろう！日本」
にするという発表をさせて頂き、それに沿
った活動を行ってきました。４月21日の宝
塚３クラブの合同例会では、宝塚RCの島岡
会長、宝塚武庫川RCの丸谷会長とも、両ク
ラブでお集め頂いた義捐金を私共の双子ク
ラブである須賀川南RCにお送り頂けるとの
発表がございまして、過日お送りいただき
ました。当クラブも送金致しました。そし
て、６月の８日の例会には須賀川南RCの内
藤副会長さんがお礼にお越し頂きました。
宝塚の３クラブが仲が良いというのも今ま
での会長、幹事さんはじめ会員の皆様の交
流の成果だと思います。先週ご報告頂きま
した宝塚から被災地の小中学校に花のプラ
ンターを贈るというプロジェクトにも参画
させて頂きました。被災地への支援はまだ
まだ続けなければと思いますが、次年度に
引き継いで行きたいと思います。
　簡単ではございますが、以上で今期の会
務報告とさせて頂きます。この１年間会員全
員の皆様のご協力に対してあつくお礼申し
上げます。本当にありがとうございました。

「副会長・クラブ奉仕委員会」
　　　　　　　　　　委員長　栗田　義博
①副会長として／「会長賞」がとれなくて
残念です。
②会員増強／女性会員が３名入会され、本
当にありがとうございます。
③例会運営／馬場会員の名司会のもと、本
年も楽しい例会であったと思います。
④親睦活動／例年の花火、里の家会食に加
え、彦根・郡山へのバス旅行と、とても有
意義であったと思います。竹原委員長、本
当にありがとうございます。来期もよろし
くね。
⑤双児クラブ／熊本水前寺RC10周年への参
加、またそのお礼としての先方からの来室、
須賀川南RCクラブからの来室と、これまた
有意義であったと思います。
⑥会報・広報、⑦会員確保／いずれも会員
の皆様、ありがとうございます。

「幹事より」
　　　　　　　　　　　幹事　田辺朱希美
　今期、会員の皆様方のご協力の下、次週
の最終例会を残し無事に幹事という大役を
終える事が出来ますことを心から感謝致し
ております。
　この１年間大変良いお勉強をさせて頂き
ました。
　他クラブの会長様、幹事様はじめ会員の
方々とも、親しくお話させて頂くことが出
来、本当に有意義な１年になりました。
　又、私共ホームクラブには今期、田村会
員、木本会員、野木会員が、来期には大門
会員が、合計４名の女性会員をお迎え出来
ました事を大変嬉しく思います。
　最後になりましたが阪上会長１年間いろ
いろとご指導頂き有難うございました。至
らなかった点はご容赦下さいませ。そして
坂上副幹事、竹原親睦委員長始め各委員長
様、本当にお世話になりました。有難うご
ざいました。
　来期７月６日、栗田丸の輝かしい出航を
御祈念致しております。皆様本当に有難う
ございました。

「SAA委員会」
　　　　　　　　　　委員長　馬場　和代
　品位と秩序ある楽しい例会をと心しなが
らがんばってまいりました。卓話時間を30
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分十分確保する為、例会前半それぞれの時
間配分には気をつけました。
　いつも打合せをしっかり出来ずに例会ス
タートで、会長、幹事、小山副SAAにもは
らはらさせたりでご迷惑おかけしました事、
反省しております。
　つたない司会でございましたが１年間大
過なく終える事が出来ました事を皆様に感
謝申し上げます。

「会計より」
　　　　　　　　　　　会計　田中　哲三
▶今年度の収支：新会員加入による収入増
となりましたが、震災義援金・宝塚市義援
活動協賛金、クラブHP立上＆コンピュタ―
更新等大幅な支出増のため、期末では赤字
となります。　　　　　　　　　　　　　
▶会計業務：会員各位のご協力によりミス
も遅滞もなく出来ました、有難うございま
した。

「職業奉仕委員会」
　　　　　　　　　　委員長　細川　洋一
　職業奉仕月間に、職業奉仕についてとい
う卓話をいたしました。又それ以外につい
ても、職業奉仕をもっと知ろうということ
で、地区で勉強したさまざまな資料をお配
りしました。さらに、社是・社訓・家訓・
座右の銘集の発行に取り組みました。職業
奉仕の、あるいは奉仕活動の源でもあるこ
れらは、他の会員の理解にも役立つものと
思います。
　６月18日土曜には地区の職業奉仕委員会
の打上げにも行ってきました。夜遅くまで
のカラオケにも参加してまいりました。

「社会奉仕委員会」
　　　　　　　　　　委員長　坂上　安夫
　突然、ご指名いただき自分の役職すっか
り忘れ、ロータリアンとして誠に申し訳無
い失礼致しました。昨年、数か月間腰痛と
連日の猛暑日に悩まされ、目標地域住民の
ニーズに応える活動計画立案できず前半終
わりました。
　後半、３月に東日本巨大地震・大津波が
襲い岩手、宮城、福島３県沿岸部は壊滅状
態の地区続出。当クラブの姉妹クラブ福島
須賀川南ロータリークラブを通して義損金
を送金致しました。今後も長期にわたる支

援活動は必至と思います。
　2530地区ロータリー財団委員長　内藤健
二（須賀川南RC）様、６月８日大震災の現
状報告と義損金お礼のご挨拶にご来訪いた
だきました。

「国際奉仕委員会」
　　　　　　　　　　委員長　大西　利哉
　何事もなく無事に終了しました。

◆幹事報告
　　　　　　　　　　幹事　田辺　朱希美
＊19日の「日帰りバスツアー第２段」「水無
　月の奈良へあじさいの矢田寺と邸宅レス
　トラン「ル・ベンケイ」のフレンチを楽
　しむ」では美味しいフレンチに堪能し、
　雨上がりの最高のあじさいを愛で楽しい
　一日を過ごさせて頂きました。サプライ
　ズの「会長・幹事一年間ありがとう」の
　ケーキに阪上会長とケ－キカット!!!???  竹
　原親睦委員長ありがとうございました。
　感激！
＊宝塚中の事務所のFax.ナンバーはTel.と
　同じです。Tel & Fax.0797ー83ー1110 で
　す。お間違い無きように！
＊本日現時点で、「ニコニコ」￥36,000を達
　成している方のお名前を申し上げます。
　古川会員、細川会員、中迫会員、坂上会
　員、阪上会員、谷口会員、吉田会員、そ
　して私、田辺でございます。お名前をお
　呼びしなかった方々は多分本日、又は次
　週の最終例会に「ニコニコ」をと思って
　いらっしゃる方々だと思います。皆様、
　ご協力宜しくお願い致します。
＊本日、臨時理事・役員会を開催致します
　ので理事・役員の方々は例会終了後お残
　り下さい。そんなにお時間はおとり致し
　ませんので宜しくお願い致します。

平田敬二郎　様（宝塚武庫川RC）…阪上会
　長、未だ終わってませんが御苦労様でし
　た。あと２例会頑張って下さい。皆様あ
　りがとうございます。
堀　　弘二　君…田辺幹事より不足分を指
　摘していただき恐縮しております。ニコ
　ニコ
川添　裕照　君…平田様ようこそ。阪上会

ニ コ ニ コ 箱
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　長はじめ役員の皆様、お疲れさまでした。
草野　　旦　君…阪上丸、御苦労様でした！
桑田　昭世　君…新しくお作りします皆様
　のお洋服の採寸、早い目におすまし下さ
　いませ。ニコニコ…　揃って写真をとり
　たいです。
槇野　　稔　君…今日を入れて２回の命。
　ロータリーを楽しんで下さい、阪上丸。
中迫　陽治　君…６月19日（日）にRI第2680
　地区主催の「ポリオをなくそう・チャリ
　ティーコンサート・世界をつなぐ」に行
　ってきました。ロータリー関係者とその
　家族を中心に、大盛会でした。ニコニコ
　ニコ…
田中　稔二　君…今日は夏至。寒い冬に向
　って１日いちにち日照時間が短かくなり
　ます。節電に気を使うと、電気会社の売
　上げが減り、株価が下る変な世の中にな
　りました。なにごともなく一年が無事終
　りました。ニコニコ

　　　本日の合計　　　　　 40,000円
　　　本日までの累計　　1,055,000円
　　　　　　　　　　（田中　哲三　記）

◆本日のソング
　「それでこそロータリー」
　　　　　　　　　　　森脇　保仁　会員
◆出席報告

◆クラブゲスト
　大門美智子　様

◆ビジター
　平田　敬二郎様（宝塚武庫川RC）

◆スポット
「親睦委員会」
　　　　　　　　　　委員長　竹原　善記
　６月19日の「初夏の日帰りバスツアー」
報告

タイトル：紫陽花の矢田寺とル・ベンケイ
のランチ
旅程：宝塚ホテル8：30発→宝塚IC→近畿・
第二阪和→①大和郡山・慈光院（茶の湯発
祥の寺院で拝観とお茶の拝復）→②大和郡
山　ル・ベンケイ（仏料理のコースランチ）
→③大和郡山・矢田寺（別名あじさい寺）
→第二阪和・近畿→宝塚IC→宝塚ホテル　
17：00着
参加人員：会員家族友人21名
感想：慈光院は境内全体が一つの茶室とし
て造られており、手入れの行き届いたお庭
を見ながらご住職のお話をお抹茶を頂きな
がらお聞きしました。心休まるひと時であ
りました。お昼の「ル・ベンケイ」では美
味しい仏料理とお酒そしてデザートの時に
は阪上会長・田辺幹事に１年間の感謝を込
めてショートケーキのプレゼントがあり、
楽しいNKSの２時間でした。
　最後の矢田寺は200段の階段を上りそこに
広がる一面のあじさいは、諸行無常を感じ
させました。静かな木立の中、ホトトギス
の声を聞きながら、雨に濡れたあじさいと
石仏を見て廻りました。
　あじさいを見るのに丁度いいお天気にも
恵まれ、ほぼ時間通りに宝塚ホテルに着き
ました。楽しい一日になりましたことを、
参加された皆様に感謝申し上げます。

「リフレッシュエクササイズ　No.229 」
　　　　　　　　　　　小山　一子　会員
　18期阪上会長命にて毎月第３例会日に行
って参りました、心身ともにリフレッシュ
できる「にこにこエクササイズ」今日で今
期の最終となりました。そして通算229回目
となりましたこと、とても光栄に思ってお
ります。今夜も張り切って行わせて頂きま
すので、よろしくお願いいたします。ご一
緒にどうぞ！
★今回は「⑫笑顔のエクササイズ」です。
1）足を腰幅に開き、大きく深呼吸２回行い
　ます（関節をしっかり捻り、動かします）。
2）手の平をこすり合わせて暖め、３本の指
　でうなじを下から上に優しくさすります。
　（36回）
3）そのまま優しく耳下腺・顎下腺・舌下腺
　をさすります。（ホルモン系統の刺激、若
　さとガン予防法になります）
4）３本の指で両方の頬をぐっと押し、パッ

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8日

本　日 33

33

3

3

30

30

27

26 2

90.0

93.33



●６ ●

　トはなし、３回刺激します。いつもにこ
　にこして頬がふっくらしていることを「福
　相」と云い、健康と幸福の吉相となりま
　す。
5）足を戻して足踏みし、親指を外にし、し
　っかりとクンバハカして終わります。
★笑顔は自分の「健幸」のみならず、周り
　の人々にも幸せを与えます。
★今期も笑顔に始まり笑顔で終わります。
　皆様ありがとうございました。
　合掌礼拝！！！

「臨時　理事・役員会」
日　程　平成23年６月22日（水）
時　間　20時00分～
場　所　宝塚ホテル
出席者　阪上・栗田・田辺・馬場・田中（哲）
　　　　坂上
議　題
①山崎武徳会員より退会届が提出されまし
　た。今期一年、退会を思い留まっていた
　だいていましたので今回は、受理させて
　頂く事になりました。とても残念です。
　承認。

ホームページ
http://www.tknakarc.com

　日本電機工業会が27日発表した５月の
白物家電の国内出荷額は、前年同月比
13.3％増だったそうです。前年を上回る
のは２カ月連続。５月としては2000年以
来11年ぶりの高水準です。節電意識の高
まりで、省エネ性能が高い家電が好調な
ようです。節電効果が大きいルームエア
コンは29.7％増で、12カ月連続で増加し
ました。扇風機は2.3倍と大幅に伸びて
います。暑さ対策は万全に！！

ひとくち

▲▶
クラブジャケットの
採寸を行いました。
エンブレムは着脱式
です。

▲ニコニコ体操指導
　小山会員、来年度も宜しくお願いします。

事務所 FAX番号　0797ー83ー1110
事務所 Eーメール　tknaka＠tknakarc.com
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