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▲ ソ　ン　グ　「四つのテスト」
　　　　　　　　　　吉田　忠司　会員
▲ プログラム　
　　　　　　　　クラブ協議会　　

次 週 予 告 7月13日（水）本日の例会
▲ 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　

7月6日（水）

第867回例会報告 6月29日（水）
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会 長 の 時 間

　　　　　　　　　　　阪上　栄樹　会長

　皆さんこんばんは、とうとう今期最後の
例会となりました。
　暑いですね、九州南部は早くも梅雨が明
けたそうですが、このあたりもすぐにも明
けそうな天候です。皆さん体調にはくれぐ
れもお気を付け下さい。
　さて、本日は宝塚中プロバスクラブから
会長の片岡昌明様、そして同じく八郷悦子
様、井上康三様、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、宝塚市から市長の中川智子様、
産業文化部部長の樋之内登志様、産業文化
部農政課長の柴　俊一様をお迎えしておりま
す。公務お忙しい中ようこそお越し頂きま
した。本当にありがとうございます。本日
は過日当クラブが行ないました宝塚市の被
災地支援に対する後援に対しての感謝状を
お持ち下さったそうでございます。今期最
後の例会に、このように花を添えて頂きこ
んなに嬉しいことはありません。本当にあ
りがとうございます。会員を代表して受け
取らせて頂きたいと思います。
　どうぞ前にお越し下さい。
　そして中川市長様、ご挨拶もよろしくお
願いいたします。
　ありがとうございました。

7月の行事予定

　会員誕生日
　　９日　森信　静治　様
　１７日　大門　美智子　様

　奥様（ご主人様）誕生日
　　１日　小山　八郎　様
　１１日　草野　満里　様
　２５日　大西　奈津子　様

▲大船渡市への花プランター寄贈に対して、　
　宝塚市より感謝状と市長より御礼のお言葉

▶
宝塚中プロバス
クラブの井上会
員より、灯篭流
し支援要請
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　お食事はご一緒されないという事ですの
で、拍手でお送りしたいと思います。よろ
しくお願い致します。
　ありがとうございました。

◆阪上会長挨拶

　今期最後のご挨拶をさせて頂きます。先
々週お越し頂いた、福間ガバナー補佐様に
は過分のお褒めの言葉を頂きました。私自
身この18年間では一番のロータリーどっぷ
りの１年でした。しかし、会員の皆様のご
協力のお陰で何とか会長職という大任を無
事過ごすことが出来ました。どうなるかと
始まる前には不安もあり、心配もしており
ましたが、過ぎればあっという間でした。
本当に貴重な経験をさせて頂いたと思って
おります。理事役員の皆様、各委員会の委
員長他委員の皆様、本当に会員の皆様全員
のお陰だと思っております。今期は、皆様
全員が応援してやろうという姿勢を見せて
頂きました。ちょうど１年前、退会届をお
出しになった山崎様は、「阪上君が会長をす
るならもう１年在籍するよ。」とおっしゃ
ってクラブを応援して下さいました。残念
ながら今期限りで退会されますが、そして
今日もご欠席ですが、この場をお借りしま
して山崎様のクラブへの長年の貢献に対し
てあつくお礼申し上げたいと思います。本
当にありがとうございました。皆様お一人
お一人のお力のおかげで、クラブ運営は非
常にうまくスムーズに行う事が出来ました。
私はつくづく幸せ者だと思っております
　本当にこの１年間、いつも周りに皆さん
のたくさんの笑顔がありました。特に忙し
い幹事をお引き受け頂きいつも隣でにこに
こと笑顔でいて下さった田辺様、少しはに

かみながらもすばらしい例会進行をしてい
ただいたSAAの馬場様、いつも早い目に例
会場に来て頂き、会報の写真までお世話に
なった会計の田中哲三様、前田様と協力し
て素晴らしい会報にして頂いた会報委員長
の小山様、色々と楽しい企画を立てて頂き
会員と家族を楽しませて頂いた親睦委員長
の竹原様、そして、いつも暖かく見守って
適切な助言を与えて頂いた坂上様、数え上
げればきりがないのですが、皆さん、この
１年間私を会長としてお支え頂き、本当に
ありがとうございました。
　当クラブの会長をさせて頂いたおかげで、
多くの出会いがございました。そして、そ
の出会った人達も含め、色々な意味で、人
にも多分に恵まれた１年間でした。また、
会員それぞれのご家族のご協力に対しまし
ても、この場をお借りしまして、お礼申し
上げたいと思います。本当にありがとうご
ざいました。会員の皆様からよろしくお伝
え頂きたいと思います。神谷さんと大久保
さんにもお世話になりました。ありがとう
ございました。
　この宝塚中ロータリークラブは素晴らし
いクラブです。クラブ創立より18年の時を
経てなおそれぞれに新しい発見のある奥の
深いクラブでもあります。これは、このあ
いだのバスツアーの時に感じました。それ
ぞれの方と付き合えば付き合うほど何時も
新しい発見があるように思いました。それ
は、今期程クラブ行事に参加したことがな
かったからかも知れませんが、ロータリー
活動の基本が出席であるといわれる所以で
しょう。皆さんもどんどん色々な活動に御
参加下されば良いと思います。
　少しでも最新のロータリー情報をお届け
しようと思ってお話しておりました、会長
の時間の話はとうとう今日の最後までうま
くなりませんでしたが、私自身は充実した、
とても楽しい１年間でもありました。１年
間つたない話にお付き合い頂き本当にあり
がとうございました。今はやらして頂いて
良かったと思っております。本当にすばら
しい経験をさせて頂きました。やり残した
事はたくさんございますが、次年度の栗田
丸に託し、応援する側に回らせて頂きます。
今後も、当クラブの和やかな雰囲気を大事
にしつつ、ここに集われておられます皆様
とともにロータリーライフを楽しませて頂

プ ロ グ ラ ム
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きたいと思っておりますので、よろしくお
願い致します。まだまだ皆さんへの感謝の
言葉が足らないとは思いますが、これで終
わらせて頂きます。今期は少々お金を使い
すぎましたので、いつもの例会と同じ食事
ですが、飲み物だけは充分出して頂けると
思います。ゆっくりとご歓談頂ければと思
います。本当にありがとうございました。

◆幹事報告
　　　　　　　　　　幹事　田辺　朱希美
＊本日は特に幹事報告はございません。
　本日をもちまして、私の幹事という大役
　を無事に終えることができます事を、皆
　様のお陰と心から感謝致しております。
　本当に有難うございました。

蓮尾　春輝　君…最後の例会で、ニコニコ
　やっと間に合いました。宝塚市長 中川
　様、産業文化部長 樋之内様、農政課長
　 柴様、ようこそいらっしゃいました。
栗田　善博　君…無事最終例会、おめでと
　うございます。それにふさわしく多くの
　ゲストの方々もお越しになりありがとう
　ございました。さて来年の今頃はどうな
　っているのでしょうか…
前田　正明　君…阪上会長、田辺幹事、役
　員の皆様、お疲れ様でした。本当にお世
　話になりありがとうございました。今年
　１年皆様のおかげで会報が発行出来まし
　た。ご協力ありがとうございました。
槇野　　稔　君…中クラブゴルフコンペ優
　勝することが出来ました、ニコニコ…　
　本年度阪上丸、御苦労さまでした。
中村　敏治　君…本日の宝塚三クラブゴル

　フ大会、槇野さんに次いで準優勝となり
　ました。今年初めての80台でした。
中迫　陽治　君…阪上丸の無事入港、おめ
　でとうございます。乗員の皆様も、ごく
　ろうさまでした。ニコニコニコ…
大西　利哉　君…会長、幹事、理事役員の
　方々ご苦労様でした。すべり込みでニコ
　ニコ達成です。
田中　哲三　君…阪上会長、一年間御苦労
　様でした。明日、夏越しの祓いが過ぎれ
　ばいよいよ次年度。よろしくお願いしま
　す。ニコニコ。
矢野　浩臣　君…阪上会長、田辺幹事、一
　年間お疲れさまでした。出席率は悪かっ
　たですが、楽しく過ごさせて頂きました。
　ありがとうございます。

　　　本日の合計　　　　　 71,000円
　　　本日までの累計　　1,126,000円
　　　　　　　　　　（田中　哲三　記）

◆本日のソング
　「我らの生業」
　　　　　　　　　　山本章太郎　会員　
◆出席報告

◆クラブゲスト
　中川　智子　市長（宝塚市）
　樋之内登志　様（宝塚市）
　柴　　俊一　様（宝塚市）
　片岡　昌明　様（宝塚中プロバスクラブ）
　八郷　悦子　様（宝塚中プロバスクラブ）
　井上　康三　様（宝塚中プロバスクラブ）
　大門美智子　様

◆スポット
「親睦委員会」
　　　　　　　　　　委員長　竹原　善記
・2010－2011年度　親睦委員会活動報告

▲新旧会長が、固く引継ぎ握手を交わし、
　幹事・理事役員がそれに続きました

ニ コ ニ コ 箱
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15日

本　日 33

33

3

3
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　　　　　　移動例会　宝塚ホテル屋上ビ
　　　　　　アガーデン
　　　　　　中華料理「堂記」と宝塚花火
　　　　　　大会
　　　　　　ルミナス神戸II　ナイトクルー
　　　　　　ジング
　　　　　　グルメ同好会　池田の「ビッ
　　　　　　チェリア　パンチャ　ピエーナ」
　　　　　　クリスマス家族同伴例会
　　　　　　グルメ同好会　猪名川「里の
　　　　　　家」牡丹鍋
　　　　　　阪神第３G　IM親睦会
　　　　　　熊本水前寺公園RC10周年記念
　　　　　　例会出席
　　　　　　阪神競馬場　競馬観戦
　　　　　　2680地区　地区大会・懇親会
　　　　　　日帰りバスツアー　彦根城さ
　　　　　　くら他
　　　　　　日帰りバスツアー　大和郡山
　　　　　　あじさい寺他
　　　　　　ゴルフ同好会　宝塚高原CC

「会報委員会より」
　　　　　　　　　　委員長　小山　一子
　会報委員会より一言ご挨拶申し上げます。
山本章太郎会員にはタイムリーな「一口コ
ラム」をお世話になり、大西会員には面倒
な校正をお願いいたしました。皆様からは
原稿を金曜日中にと申し上げ、毎回とても
にぎやかな会報となりました。前田会員は
ある事情があり「ヒゲをそりました」。彼の
誠意を受けとって頂きたく、ご挨拶いたし
ました。ご協力ありがとうございました。

「職業奉仕委員会より」
　職業奉仕の源の最終校正お願いします。

ホームページ
http://www.tknakarc.com

　いよいよアナログ放送が7月24日をも
って終了します。地デジ化によって私た
ちはハイビジョン放送が楽しめたり、多
様な情報を入手できるようになりました。
地デジ化の目的はそれだけではありませ
ん。今までTV放送には１チャンネルか
ら63チャンネルまでを使用していました
が、デジタル化によって13チャンネルか
ら50チャンネルまでで送れるようになり、
周波数の1/3が空くのです。アナログ
TV1チャンネル分で携帯150万回線に相
当するので、未来を開く新たなサービス
が生まれることに期待です。

ひとくち

▲皆輪になって“手に手つないで”を唱いました

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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