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▲ ソ　ン　グ　「それでこそロータリー」
　　　　　　　　　　古川　彰治　会員
▲ プログラム　「卓話」
　　　　　　　　　　田村　久子　会員

次 週 予 告 7月20日（水）本日の例会
▲ 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　　

7月13日（水）

第868回例会報告 7月6日（水）
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2011～2012　年度

R.I.会長テーマ“こころの中を見つめよう 博愛を広げるために”
REACH WITHIN TO EMBRACE HUMANITY

カルヤン・バネルジー

栗 田 義 博 田 中 哲 三 桑 田 昭 世

会 長 の 時 間

《ご　挨　拶》
　
　　　阪神第３グループ　ガバナー補佐
　　　　　　　　　　　下山　隆一郎　様

　本年度は家族を大切にし、良き事は継続、
悪しき事は改革して行きましょう。
　９月15日（木）ABCゴルフ倶楽部にて、阪
神第３グループ親睦・チャリティー（東日
本大震災復興支援）ゴルフ大会を開催致し
ます。又、IMは2012年１月28日（土）三田
ホテルにて、造形作家 新宮晋氏をお迎えし
「地球にいい事考えよう」というテーマで

お話いただく予定です。
　１年間よろしくお願い致します。

　　　　　　　　　　　会長　栗田　義博

　会長を仰せつかり、初めての例会がやっ
てまいりました。皆様、今後１年間よろし
くお願いいたします。
　さて、ロータリークラブはよく船にたと
えられます。私が船長を努めさせて頂くこ
の１年間、当クラブは19年目に当たります。
人間の年齢で言いますと、実は未成年最後
の年ということになろうかと思います。来
年成人式を迎えるに当たり、一人前の人間
としての人格形成の大切な一年ということ
でしょうが、私としては“ハメをはずせる
最後の年”に会長職を仰せつかったものと
考え、気を楽にして親睦に、奉仕に、そし
て自己研鑽を楽しみながらやっていければ
と思います。

　　　　 《新会員入会式》
　大門美智子さんが入会されました。メン
バー一同、ご入会を心よりお祝い申し上げ
ます。
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　人は１人１人違った個性を持って生まれ
てきました。１人１人少しずつ考え方、生
き方も違います。ましてやロータリアンの
方々は１人１人すばらしい個性をもってお
られ、その個性はどれも素晴らしく、どれ
が良いかなど優劣はつけれないと思います。
又、それぞれの方のロータリークラブに対
する思い入れもそれぞれだと思います。こ
れを一つにまとめるのは大変でしょうし、
又そうする必要もないと考えます。ただ最
低限ロータリーは楽しい、やりがいがある
なと思って頂けるクラブを維持していきた
い、のばしていきたいと思います。１人も
いいけど、やはりロータリー仲間と食べる
食事、行く旅行、共にする奉仕は楽しいな
と思える様、頑張っていくことと思います。
皆様ご協力よろしくお願いいたします。

◆会長・幹事　5大奉仕委員長挨拶

「2011年ー2012年　運営方針」
　　　　　　　　　　 会長　栗田　義博　
　本年度、会長を仰せつかりありがとうご
ざいます。当クラブは今年創立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
と存じますので、皆様の御協力をよろしく
お願いいたします。
　さて、本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 With 
in to Embrace Humanity" であります。日
本語訳は「こころの中をみつめよう、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。
　重点分野は、①平和と紛争予防・紛争解
決、②疾病予防と治療、③水と衛生設備、
④母子の健康、⑤基本的教育と識字率向上、

⑥経済と地域社会の発展、をあげておられ
ます。又、強調事項として、①家庭、②継
続、③変化、をあげておられます。
　又、当2680地区の久野薫ガバナーは、特
別な地区テーマはもたず、上記のテーマに
そって地区の運営をされていくとおっしゃ
っております。
　私もこの「こころの中をみつめよう、博
愛を広げるために」というテーマはロータ
リーの精神そのものだと思います。つまり、
こころの中を見つめよう＝１人１人のロー
タリアンが自己啓発に努める、博愛を広げ
るために＝ロータリアンとして世界に向け
て奉仕をしよう、ということになるのでは
ないでしょうか。
　この１年間も楽しく有意義に例会、親睦
活動、奉仕活動を通じて、宝塚中ロータリ
ークラブを育ててまいりましょう。

「幹事」
　　　　　　　　　　　幹事　田中　哲三
▶幹事方針
　活動計画については、既にお話しました。 
繰り返しになりますが、親睦と奉仕につい
て述べさせていただきます。   
　親睦を重視する、楽しい・気楽な例会を
心掛けます。又、親睦活動をバックアップ
して参ります。奉仕については、会員各位
種々の意見をお持ちと存じますが、都度協
議し実施して参ります。 
　長期計画プランの実行に努めます。又、
東日本大震災支援活動に協力して参ります。 
義援金等会員各位にご負担をお願いするこ
とになりますが、ご協力よろしくお願いし
ます。 
　20周年記念準備にも、対応してまいりま
す。経験浅く、皆様のご指導宜しくお願い
します。

「クラブ管理運営委員会」
　　　　　　　　　　委員長　蓮尾　春輝
　クラブ管理運営に関しては、前に活動方
針で述べましたように親睦を深める事を第
一に考えています。例会運営、親睦活動及
び家族、双子クラブの委員会の皆様の御協
力をお願いします。
　私としては、会長エレクトの立場として、
20周年記念行事がスムーズにできるかどう
かが心配です。皆様の御協力により成功に

プ ロ グ ラ ム
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導きたいと考えています。
　早速ですが、８月の第２例会の後にパス
ト会長の皆様に集っていただき御意見をう
かがいたいと考えています。

「会員増強委員会」活動計画
　　　　　　　　　委 員 長　小山　一子
　　　　　　　　　副委員長　馬場　和代
▶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。
　会員一名が最低一人を推薦することを心
がけることと、併せて45歳未満の候補者の
推薦もお願いいたします。

「社会奉仕委員会」
　　　　　　　　　　委員長　細川　洋一
▶基本的任務
・社会奉仕の原理の探究
・環境保全
・プロバスクラブの交流と情報交換
▶重点目標
・地区補助金の効果的な使用によるクラブ
　の活性化
・長期計画委員会との連携
▶具体的活動
・地区補助金を利用した活動
・プロバスクラブとの協力
・長期計画委員会の計画が出た段階で連携
・環境保全実践

「ロータリー財団委員会」
　　　　　　　　　　委員長　中迫　陽治
　国際ロータリーとロータリー財団が一体
となって取り組むプログラムで、ポリオの
撲滅を目標とする、ロータリーで最も有名
なプログラムに、ポリオ・プラスがある。
　ガバナー月信の最新号（JULY 2011 No.1）
に「ポリオ・プラス２億ドルチャレンジ最
終年、会員１人50米ドルの寄付」と特記さ
れている。

　これは「ロータリーの２億ドルのチャレ
ンジ・2008－12年」の最後の機会であり、
第2680地区の多くのクラブが協力しており、
したがって、宝塚中RCもぜひ参加したい。
　一年間の分担金が、一人当り約4,000円で
あるので、会員の皆様全員のご協力をお願
いしたい。
　以上よろしくお願い申し上げます。

◆幹事報告
　　　　　　　　　　　幹事　田中　哲三
　７月30日新世代セミナー開催案内が来て
います。参加者は、会長、幹事、新世代奉
仕員長及び入会３年未満の会員となってい
ます。今年は、セミナーが前倒しで計画さ
れています。各委員長の参加宜しくお願い
します。 

下山隆一郎　様（三田南RC）…１年間お世
　話になります。栗田会長はじめ皆様よろ
　しくお願い致します。
味地　信之　様（三田南RC）…お世話にな
　ります。今年度よろしくお願い申し上げ
　ます。
古川　彰治　君…①栗田丸出航一年間頑張
　って下さい。②下山ガバナー補佐、味地
　さんようこそ。③大門さん入会おめでと
　うございます。
堀　　弘二　君…栗田先生はじめ執行部の
　皆様、よろしくお願いします。
細川　洋一　君…栗田会長、田中幹事始め、
　役員の皆様、一年よろしくお願いします。
　下山ガバナー補佐、味地様、よくおこし
　いただきました。よろしくお願いいたし
　ます。
小山　一子　君…ガバナー補佐 下山様、ご
　随行の味地様、ようこそ。今期お身体大
　切に、ご注意下さいませ。栗田会長、田
　中幹事の出航を祝して。ニコニコ
栗田　義博　君…本日より出航いたします。
　少々ゆれますが、皆様しっかり何かにつ
　かまって、助けあって、最後までおつき
　あい下さい。
草野　　旦　君…今期、SAAをおおせつか
　りました。一年間、どうぞよろしくお願
　い申し上げます。下山ガバナー補佐様、
　ようこそおこし下さいました。

ニ コ ニ コ 箱
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森脇　保仁　君…下山ガバナー補佐、味地
　様、よろしくご指導お願いします。
中迫　陽治　君…栗田丸の安全な航海を祈
　り上げ、ニコニコニコ…
阪上　栄樹　君…下山ガバナー補佐様、御
　随行の味地様ようこそお越し下さいまし
　た。一年間よろしくお願いします。栗田
　丸の船出を祝してニコニコ！！
竹原　善記　君…栗田会長・田中幹事、楽
　しい１年にいたしましょう。下山ガバナ
　ー補佐、味地セクレタリー、ニコニコの
　１年間にして下さい。
田辺朱希美　君…ガバナー補佐下山様、御
　随行の味地様ようこそお越し頂き有難う
　ございます。今期お世話になります。よ
　ろしくお願い致します。栗田丸の御出航
　を心からお祝い申し上げます。頑張って
　下さい。ニコニコ
田中　哲三　君…下山ガバナー補佐、味地
　様、御来訪ありがとうございます。いよ
　いよ始まりました。御指導よろしくお願
　いします。　
谷口　敏彦　君…栗田会長、田中幹事・理
　事・役員の皆様、一年間御苦労さまです。
　下山ガバナー補佐、ようこそお越し下さ
　いました。

　　　本日の合計　　　　　 62,000円
　　　本日までの累計　　　 62,000円
　　　　　　　　　　（前田　正明　記）

◆本日のソング
　「君が代」「奉仕の理想」
　　　　　　　　　　草野　　旦　会員　
◆出席報告

◆クラブゲスト
　下山隆一郎　様（阪神第３グループ ガバ
　　ナー補佐／三田南RC）
　味地　信之　様（三田南RC）

◆スポット
「理事・役員会」
日　程　平成23年７月６日（水）
時　間　20時00分～20時30分
場　所　宝塚ホテル
出席者　栗田・蓮尾・田中（哲）・草野・前田・
　　　　細川・大西・小山・中迫・阪上・古川
内　容
・第７回宝塚武庫川灯篭流し賛助金（プロ
　バスクラブより要請）提供了承。額は３
　万円とする。幹事よりプロバスクラブに
　連絡する。
・職業奉仕委員会冊子“職業奉仕の源”50
　冊作成費用提示あり。活動PRの配布含め、
　200冊とする。支出了承、但し再見積りの
　提示を行う。
・スケジュール変更　了承。
　クリスマス家族同伴例会　18日→11日
　（原案では、例会開催空白期間１カ月とな
　るため）
　５月２日の例会→休会。
　８月10日休会を取止め（休会日数４日以
　下の規約のため）
・20周年記念実行委員会　パスト会長８／
　24例会終了後協議を行う。
　次週協議会で　委員長（竹原会員）より
　報告→幹事より竹原会員に依頼する
・前年度会長・幹事への御礼実施する。
　感謝状及び粗品

ホームページ
http://www.tknakarc.com

　スマートフォン（高機能携帯電話）が売れて
います。海外メーカーの製品でも機能やデザイ
ン面で日本メーカーの製品を超えるものが出て
きたこともありますが、通信事業者のビジネス
モデルがガラパゴス携帯からスマートフォン中
心へと変化したことが大きく影響しています。
通信事業者が自社でサービスや端末を開発し、
それを日本メーカーに製造してもらい販売、サ
ービスを使う消費者から利益を得るという日本
独自の収益構造は完全に過去のものとなりまし
た。通信・ハード・ソフトそれぞれの分野での
競争が始まっています。

ひとくち

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

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22日

本　日 33

33

2

3

31

30

28

27 2

93.55

92.62


	1.pdf
	2
	3
	4

