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▲ ソ　ン　グ　「我らの生業」
　　　　　　　　　　桑田　昭世　会員
▲ プログラム　
　　　　　　　　フォーラム

次 週 予 告 7月27日（水）本日の例会
▲ 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

7月20日（水）

第869回例会報告 7月13日（水）
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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

　　　　　　　　　　　会長　栗田　義博

　先週は７月６日、七夕の１日前の日でし
たが、私の初例会でしたので、七夕の話が
できませんでしたので、少しそのお話をし
ます。
　今年の７月７日は御存知の様にあいにく
の雨でした。この日は朝7：30から当ホテル
で観光協会主催の朝食会があり、参加して
きました。参加されていたのは、協会長で
ある松本さん、副会長（４人おられます）の
小早川さん、アモーレ・アベーラの木戸さ
んなどのロータリアンの他、宝塚ライオン
ズクラブ会長の大島さん、宝塚グリーンラ
イオンズクラブ会長の鴨下さんなどの他は
協会員の私と市長、市会議員の方々でした。
ロータリークラブの会長として参加してい
たのは私１人でさみしく感じました。私と
しては、こういった方々とお話する機会は
めったにないので、色々とお話しできて大
変有意義な時間を過ごせました。
　さて七夕ですが、夜までずっと雨で、彦
星も織姫も今年は逢えずに残念ですが、本
来七夕は旧暦の行事ですので、本当は８月
７日前後になり、この頃はたいがい梅雨も
あけ、晴れて再会できるのでしょうね。さ
て、この２人、いや２つの星を別けている
のが天の川。英語ではmilky wayといいま
すが、これはもちろん、私たちのいる地球、

プ ロ グ ラ ム

太陽系が存在する銀河そのものを見ている
わけです。この天の川銀河はちょうど円盤
の様な形をしており、その直径は約10万光
年、厚さは太陽系のあたりで2,000光年だそ
うです。また地球と彦星（わし座のアルタ
イル）は17光年、織姫（こと座のベガ）は
25光年はなれているそうです。この１光年
は光が１年かけてすすむ距離ですので、光
は秒速30万キロメートルですので、30万
×60×60×24×365＝９兆5,000億キロメー
トル（約10兆キロメートル）ですので、こ
れは天文学的な数字ですね。
　現在地球上では色々あり大変ですが、１
年のこのうち（時期）くらいは空を見上げ、
地球上の小さな小さなことに目をつむり、
心を寛大にもつのもいかがでしょうか。

◆「クラブ協議会」
「例会運営委員会」活動計画
　　　　　　　　　　委員長　草野　　旦
　今期、例会運営をおおせつかりました。
　楽しく活気のある例会を目指して頑張り
たいと思います。
　ありがたいことにメンバーに恵まれまし
た。吉田、古川、桑田、田辺、馬場各氏の
協力の下、総力戦で頑張っていきたいと思
っております。
　例会運営はソングリーダー、出席報告、
ニコニコ紹介など多岐にわたっています。
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それらをチームワークよくこなしてまいり
たいと思っています。
　毎回のことなのでなんとかマンネリにな
らず、新鮮な気持ちで取組んでまいる所存
です。
　皆様の御協力をお願いする次第です。

「親睦委員会」活動計画
　　　　　　　　　委員長　竹原　善記　
・会員みんながNKSの気持ちで主体性をも
　って親睦に努めましょう。
・親睦委員は委員であることをしっかりと
　自覚をし、積極的に参加しましょう。
・親睦委員はそんなことは知らなかったな
　んて言葉は決して言わないようにしまし
　ょう。
・親睦委員は例会開始15分前には例会場に
　集まりましょう。
・親睦委員は必ず１名以上例会受付にてロ
　ータリアンを迎えましょう。
・親睦委員は「親睦の襷」を掛けて例会が
　始まるまで各テーブルを回り親睦を深め
　ましょう。
・親睦委員は勿論のこと会員も親睦行事に
　は積極的に参加しましょう。
・親睦委員プログラムの回覧は必ず確認し
　ましょう。
・本年度のメインプログラム
　　1）12月18日　年末家族同伴例会
　　2）１月28日　阪神第３G　IM
　　3）３月3・4日　地区大会
・今期は会員誕生日にお祝の品のプレゼン
　トを実施いたします。
・同好会も活動します。
　1）ゴルフ同好会　２回/年のコンペ　吉
　　田委員長
　2）グルメ同好会　2～3回/年の美味いも
　　の食べ歩き　大西委員長
・例会終了後の茶話会にできるだけ参加し
　ましょう。
・５大奉仕委員長はロータリーの理解を深
　めるためにファイヤーサイドを２回/年程
　度行いロータリーへの理解と親睦に努め
　ましょう。
・入会２年未満の会員は２回/月、例会終了
　後に30分程度ロータリーへの理解と親睦
　を兼ねて集まりましょう。
・今期は１年を通して楽しいクラブライフ
　を目指しましょう。

「会報委員会」活動計画
　　　　　　　　　委 員 長　桑田　昭世
　　　　　　　　　副委員長　前田　正明
▶基本的任務
　すみやかに基本的な報告をまとめた物を
集め、掲載する。
▶重点目標　
　例会に出席された方々に、大切だった事
の内容を、原稿をいただいて本クラブの発
展に生かせればと思っています。
▶具体的活動
　気のつかれた事柄を掲載する。例会に出
席なされなかった会員には、一言コラムを
いただければと思っています。

「ウェブサイト作成委員会」活動計画
　　　　　　　　　　委員長　山本 章太郎
▶基本的任務
　クラブホームページ（Web）を有効に利
用し、国内だけではなく、世界に向けて当
クラブの活動を伝える。
▶活動目標
　当クラブの活動目標、委員会構成、スケ
ジュール、会報などの最新情報が常に閲覧
できるように努める。
　週１回の更新を心掛けている。同好会の
活動なども掲載し、楽しく役に立つ情報を
発信する。
　既にロータリージャパンに登録されてお
り、全国からのアクセスがある。

「職業奉仕委員会」活動計画
　　　　　　　　　委 員 長　槇野　　稔
　　　　　　　　　副委員長　中村　敏治
▶基本的任務
　ロータリーで言う職業奉仕とは何である
かということを正しく理解する。
▶重点目標
　先輩ロータリアンに職業奉仕の話を説明
してもらい会員を啓発する。フォーラム等
を年２回ほど行い、理解できる場を作る。
▶具体的活動
　自分の仕事をロータリー精神で実行され
ていることが特に顕著な方があれば、その
話を頂くあるいは見学させてもらう。自衛
隊の見学、理解のためのフォーラムの実施。

「新世代委員会」活動計画
　　　　　　　　　　委員長　山本 章太郎
　2010年RI規定審議会において四大奉仕部



●３ ●

門に新世代奉仕部門が加わり五大奉仕部門
となった。
　インターアクト、ローターアクト、RYLA、
奨学、の４事業から構成されている。
　地域の次世代を担う青少年に勇気と希望
を与え育み、未来の指導者育成につながる
活動を実践していく。
　また、海外留学生を受入れ、国内からは
有為の若者を海外に派遣し、国際交流を図
る。
▶活動目標
　当クラブでは未だ参加がないロータリー
青少年育成セミナー（RYLA）事業につい
ての理解を深め、可能であれば参加する。
海外留学生の受け入れに関しては、東日本
大震災の影響で今年度の活動は未定であ
る。

「国際奉仕委員会」活動計画
　　　　　　　　　　委員長　谷口　敏彦
　今年度は５月22日～５月25日、世界大会
ルイジアナに出席致します。

「米山奨学会委員会」活動計画
　　　　　　　　　　委員長　矢野　浩臣
　委員会としては、米山奨学会の目的につ
いて理解を深めて頂き、寄付金協力をお願
いすることが役目となります。
　具体的には、①米山月間に米山記念奨学
事業のビデオ放映を行い、改めて理解を深
める活動をする　②特別寄付金の協力をお
願いして、準米山功労者・米山功労者の増
強　③米山セミナーへの参加　を予定して
おりますので、皆様のご協力をお願い致し
ます。

　　　本日の合計　　　　　　　 0円
　　　本日までの累計　　　 62,000円
　　　　　　　　　　（前田　正明　記）

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

◆幹事報告
　　　　　　　　　　　幹事　田中　哲三
①理事役員会報告　　会報参照
②三田ロータリー50周年記念中止、別途家
　族例会開催予定
③当クラブ推薦の国際留学生　都築　誠さん
　一次審査合格　二次審査へ

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29日

本　日 33
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ホームページ
http://www.tknakarc.com

　ワールドカップ女子サッカーで、なでし
こジャパンが優勝しました。今回は日本の
女子サッカーの話です。1966年11月に神戸
市立福住小学校で「福住女子サッカースポ
ーツ少年団」が誕生。同じ年には神戸女学
院中学部の３年生によるチームも誕生し、
翌1967年3月19日にはこの２チームによる
対戦が、神戸市王子陸上競技場で開催され
たそうです。この試合では主審および２名
の副審も、すべて女性が担当しました。な
んと日本の女子サッカーは神戸から始まっ
たのです。

ひとくち
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