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▲ ソ　ン　グ　

▲ プログラム　
　　　　　　　　移動例会　　

次 週 予 告 7月18日（水）本日の例会
▲ ソ　ン　グ　

▲ プログラム　
　　　　　　　　クラブ協議会

7月11日（水）

第915回例会報告 7月4日（水）

2012～2013年度

R.I.会長テーマ“奉仕を通じて平和を”
PEACE  THROUGH  SERVICE

会長　田中作次

第 2680地区 宝塚中ロータリークラブ
● 創　立　平成5年4月10日　　　 ● 例　会　毎週水曜日（19：00～20：00）　　 ● 例会場　宝 塚 ホ テ ル
● 事務所　〒665-0004 宝塚市梅野町1-46（宝塚ホテル405号室）● 電　話 0797-87-1151　直通83-1110　FAX83-1110
● 会　長　蓮 尾 春 輝　　　 ● 幹　事　槇 野 　 稔　　　 ● 会報委員長　前 田 正 明

会 長 の 時 間
　　　　　　　　　　　会長　蓮尾　春輝

　会長の話というより、年度の初めのご挨
拶としたいと思います。
　私のような、ロータリーの『ロ』の字も
知らない人間が会長をすることは、皆様に
多大なご迷惑をおかけすることになると思
うと心苦しいかぎりです。
　宝塚ロータリーの、故岩堀パストガバナ
ーの言葉「たかがロータリー、されどロー
タリー」。私はこの言葉と同時に、生前に
お会いしたときの、あのニコニコしたお顔
が思い浮かびます。
　私は、この言葉があるのでロータリーを
辞めないでいたのかもしれません。
　しかも、この言葉の前半の「たかがロー
タリー」という部分で自分を納得させてい
たような感じがします。しかし、辞めてい
ないのは後半の「されどロータリー」のた
めかもしれません。ロータリーの目指す高
邁な精神（奉仕の理想）があったからでし
ょうか。これもあるとは思いますが、それ
が大きな理由ではないことは自分でも判り
ます。
　それでは何が踏み止まらせたか。考えて
みますと細い細い糸ではありますが、皆さ
まとつながっていると感じていたからでは
ないでしょうか。決して太い絆や濃厚なお
つき合いではなかったと思います。

《ご　挨　拶》

阪神第３グループ ガバナー補佐
　今垣　　均　様（三田RC）

宝塚RC　
　会長 中西範彦様、幹事 中井宏行様

宝塚武庫川RC
　会長 正木隆造様、幹事 澤田容延様
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　ここで例会の出席がいかに大切であるか
ということに思い至ります。私も「遅刻の
蓮尾」と言われながら何とか出席していた
からだと思い至りました。
　他のクラブであればとうに辞めさせられ
るか、あるいは辞めていたと思います。こ
のクラブの鷹揚さというか、懐の深さに感
謝しています。決して遅刻がほめられたも
のではないけれど、やむを得ない事情もあ
ることを許してもらえる杓子定規でないと
ころもこのクラブの特徴ではないかと考え
ますが如何でしょうか。私の独りよがりか
もしれません。とにかく出席するという原
則には則っていたからだと思います。挨拶
にはおよそほど遠いものになりましたこと
をお許し下さい。
　このようにルーズな人間が務める会長で
ご不満だと思いますが、これからの一年間、
幹事の槇野共々によろしくおつき合いをお
願いいたします。

「クラブ運営について」
　　　　　　　　　　　会長　蓮尾　春輝
　当クラブの運営方針は、以前にも申し上
げましたので繰り返しになることをご了承
下さい。
　今年度の当クラブ運営で第一に考えるこ
とは、20年目の節目の年に会長を仰せつか
ることになったので、是非20周年記念例会
を成功させたいということです。もう既に
実行委員会を立ち上げています。
　　実行委員長　　竹原　善記
　　　副委員長　　古川　彰治
　　　副委員長　　阪上　栄樹
　この３人は、どなたも企画力、実行力を
兼ね備えている方ばかりで、成功間違いな
いと確信しています。
　しかし、私をはじめ周りの者が役割分担
を理解して、役割を務めなければ勿論成功
させることは出来ないのは自明の理であり
ます。
　実行委員会からは、節目、節目で説明が
あると思います。その時に疑問点があれば
質問をしていただき、アイデアが浮かべば
出していただきたいと思います。そして次
第に練り上げ、皆で納得し、満足のいく記
念例会にしたいと考えます。

　第２には親睦に努めることです。
　このことに関しては、あまり心配してい
ません。
　親睦委員長には昨年に引き続き竹原善記
さんにやっていただくようお願いしました。
二つの委員会を掛け持ちで大変だとは思い
ますが、面倒を見てください。
　もうすぐある花火大会、秋の松茸狩り、
クリスマス家族例会などの定例の家族例会
は勿論ですが、最近定例化しつつあるバス
旅行にも大いに参加してほしいと思ってい
ます。因みに、私も遅ればせながら前回の
バス旅行に初めて参加しました。
　司馬遼太郎記念館、フランス料理、ワイ
ナリーの見学と試飲でした。勉強になり、
食事やワインも美味しくて楽しいものでし
た。（翌日までグラッペの香りがしていまし
たが）
　これも依頼しているツーリスト「銀のス
テッキ」の研究熱心な企画や対応によるも
のだと感心しました。
　ゴルフ同好会も大いにやって、他のクラ
ブとの懇親も深めて欲しいと思います。囲
碁の会の方は、堀さんばかりにお世話をか
けているので気になっているところです。
　ついでに申し上げますと、今期の会長、
幹事には偶然に一致している共通点があり
ます。それは何だと思いますか？「カラオ
ケ大好き人間」なんですね。これは先ほど
考えたことで幹事にも相談していません。
幹事が却下すればオジャンになるかもしれ
ませんが、家族も入れたカラオケ同好会を
つくり、年に3～4回やったらと、今、ふっ
と思っているところです。
　第３には長期計画です。
　単発や短期にはある程度行ってきたと思
います。現在、続行中のものもありますが、
資金援助的で実際の活動は一部の人にお任
せするという感じがあったように思います。
勿論、現在続行中のプランは続行すべきだ
と思います。続けてこそ価値があるものに
なると思います。
　私が言うのもなんですが、皆が参加出来
て、しかも参加して楽しいものを捜してみ
ませんか。みんなでそれぞれが、これはと
思うものを見付けたら、取りあえず個人で
でも参加してみて体験し、体験したものを
持ち寄って、古川長期計画委員長のもとで
検討したらと考えていますが如何でしょう。

プ ロ グ ラ ム
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　まだまだ沢山のことがあると思いますが、
　今日のところはこの辺で勘弁して下さい。
幹事 槇野共々よろしくお願いします。

「幹事挨拶」
　　　　　　　　　　　幹事　槇野　　稔
　クラブ運営を円滑に行うため、種々の努
力をする。
　会長を補佐し会員とのパイプラインとな
る。
　楽しいクラブを作る。
　20周年を成功させる。
　中プロバスと連携を図る。

「SAA活動計画」
　　　　　　　　　　委員長　小山　一子
　　　　　　　　　副委員長　田村　久子
　　　　　　　　　　　　　　木本　玲子
▷基本的任務
　品位と秩序を守り、明るく楽しい例会運
営を行う。
▷重点目標
　会員相互の親睦をはかり、今まで通りの
自由で伸びやかな例会運営を心がけたい。
▷具体的活動
　①情報を的確に把握し、反映させる。
　②明るく楽しい雰囲気を作りあげていき
　　たい。
　③ゲストに充分な心配りを行いたい。
　④卓話の時間を充分に確保したい。
★今期は上記３名の女性トリオが任命され
　ています。前期の草野名SAA及び吉田副
　SAAの絶大なるご指導をお願いし、又メ
　ンバー全員の暖かいご協力を心からお願
　い致しておきます。

古川　彰治　君…蓮尾丸出航おめでとうご
　ざいます。一年よろしく。ガバナー補佐、
　宝塚RC、宝塚武庫川RC会長・幹事、今
　年一年よろしくお願い致します。小山さ
　ん、大丈夫ですか？頑張って下さい。
蓮尾　春輝　君…本日は2012～2013年、年
　度で初めてで緊張しております。今垣ガ
　バナー補佐、宝塚ロータリークラブ会長
　中西様、幹事中井様、宝塚武庫川ロータ
　リークラブ会長正木様、幹事澤田様、よ
　うこそいらっしゃいました。今期よろし

　くお願い致します。
細川　洋一　君…蓮尾会長、槇野幹事、役
　員の皆様、一年間よろしくお願い申し上
　げます。ガバナー補佐、宝塚RC、宝塚武
　庫川RC、会長・幹事よくおこし下さいま
　した。小山さんお元気そうでよかったで
　すね。
栗田　義博　君…前年度は皆様の御協力あ
　りがとうございました。今年は景色を楽
　しみながら蓮尾丸に乗船させて頂きます。
　ニコニコ
中迫　陽治　君…蓮尾丸の無事・安全な航
　海を祈って、ニコニコ……
阪上　栄樹　君…今垣ガバナー補佐様、宝
　塚RC中西会長様、中井幹事様、宝塚武庫
　川RCの正木会長様、澤田幹事様、ようこ
　そお越し下さいました。蓮尾丸の出港を
　祝してニコニコ。
田中　哲三　君…今日からフリーです。ニ
　コニコ。一年間御協力有難うございまし
　た。

　　本日合計　　　　　108,000円
　　本日までの累計　　108,000円
　　　　　　　　　（細川　洋一　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
阪神第３グループ
　ガバナー補佐　今垣　均　様（三田RC）
宝塚RC　
　会長　中西　範彦　様
　幹事　中井　宏行　様
宝塚武庫川RC
　会長　正木　隆造　様
　幹事　澤田　容延　様

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20日

本　日 30
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◆幹事報告
　　　　　　　　　　　幹事　槇野　　稔
　本年度の活動計画その他を配布しました。
例会終了後、理事役員会を行います。

◆スポット
「理事・役員会議事録」
日　程　平成24年7月4日（水）
時　間　20時00分～
場　所　宝塚ホテル
出席者　蓮尾・槇野・栗田・坂上・矢野・
　　　　細川・阪上・古川・大西・田辺・
　　　　中村
・田中稔二会員、森脇会員、両名の退会に
　ついて、退会届を受理するかを検討。次
　回理事会まで保留に決定。

ホームページ
http://www.tknakarc.com

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

　パナソニックとソニーが次世代テレ
ビを共同で開発することになりました。
「VHS・ベータ戦争」で激烈な競争を
繰り広げた過去を持つ両社の提携は、
業界に大きな衝撃を与えました。しか
し、デジタル家電で世界を圧倒する韓
国メーカー（サムソンとLG）とどこま
で戦えるのか大変厳しいところですね。

ひとくち

栗田会長、田中幹事、ご苦労様でした


	1.pdf
	2
	3
	4

