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▲ ソ　ン　グ　「われらの生業」
　　　　　　　　　　　野木　久子　会員
▲ プログラム　
　　　　　前年度決算報告・監査報告

次 週 予 告 7月25日（水）本日の例会
▲ ソ　ン　グ　「それでこそロータリー」
　　　　　　　　　　大門 美智子　会員
▲ プログラム　
　　　　　　　　移動例会

7月18日（水）

第916回例会報告 7月11日（水）
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R.I.会長テーマ“奉仕を通じて平和を”
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会長　田中作次

第 2680地区 宝塚中ロータリークラブ
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● 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

ーー奉仕を通じて平和をーー
　田中作次R.I. 会長のことば
　「平和」という概念は、人によって、文化
によって異なります。心の平安や家族の幸
せ、満足度を指す場合もあるでしょう。人
間の基本的ニーズが満たされた安全な状態
を指すこともあるでしょう。平和をどのよ
うに定義するにせよ、それは奉仕を通じて
達成できる目標です。
　世界平和：国と国との武力による争いが
ないというのが必須条件。
　家庭平和：家庭内の人間が争わない。武
力や暴力は必須ではない。
　このような違いがあることを指している
のでしょうか。
　「奉仕」

　ロータリーにおいて奉仕とは、片手間に
することでも、たまに取り組んでみること
ではありません。
　「奉仕」とは生き方です。
　それは思いやりの心を重んじることであ
る。
　“つまり奉仕とは、思いやりの心を重ん
じた生き方”ということになるでしょう。
　ロータリーの中核にあるのは「奉仕の力」
に対する信念です。
　奉仕を優先すれば、自分より他者のニー
ズが優先され、考え方ががらりと変わり、
人々が抱える困難に対し、深い同情の心が
生まれます。
　人々を助けよう。人々がもっと幸せにな
るよう、自分にできることをしよう。とい
う気持ちがさらに湧き上がります。
　ロータリー独自の標語「超我の奉仕」は、
奉仕の最高のかたちを表しています。この
ような奉仕こそ私達が歩むべき道であると
私は信じています。

〈新ガバナーの横顔〉
◎ロータリーのことを考えていない時間は、
　寝ている時と食べている時だけ。
◎机の上を常にきれいにしておく事が、物
　理的にも精神的にも大切だ。ためずにそ
　の場で処理して次に進む。これが私流で
　す。
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◎仕事を離れても一生懸命。
　ある晩、カラオケで休憩もとらずに、一
　気に54曲歌い続け、自己最高記録を更新
　しました。その夜の３時間にわたるカラ
　オケマラソンを、ちょっとした達成感と共
　に振り返り、「今またやれと言われても、
　もうそのスタミナはありません」

◆クラブ協議会
「会計」
　　　　　　　　　　　会計　細川　洋一
　お金の出入、管理をきちっとし、収入・
支出の内容を記入し報告書を作成し、残高
について会長、幹事、役員に報告し、活動
運営に役立つようにします。

「クラブ管理運営委員会」
　 　 　 　 　 　 委 員 長　大西　利哉
　　　　　　　　　副委員長　栗田　義博
　基本的任務：各委員に例会運営・親睦活
動を理解してもらい、有意義なクラブライ
フを送ってもらう。
　重点目標：会員相互の親睦と理解を深め、
魅力的で楽しいクラブ運営をめざす。
　具体的活動：親睦活動を主軸に、卓話、
例会後の茶話会、旅行等で、色々なアイデ
アを出し合って、クラブ運営に役立てたい。
　堅苦しい例会では皆さんの心が解放でき
ませんので、リラックスした（少し緊張も
必要ですが）中で皆さんの意見（各会員の
職業・趣味の中での考え方等々）を出して
もらい、アイデアの交換をして頂きたいで
す。定石のロータリー精神ではないかもし
れませんが、目的あってのロータリーでは
なく、親睦から創造していった方が、個人
的には長続きできるような気がします。今
年１年よろしくお願いします。

「会員増強委員会」
　　　　　　　　　　委員長　田辺朱希美
　皆様こんばんは、今期会員増強委員長を
仰せつかりました田辺朱希美でございます。
委員会のメンバーは、副委員長に馬場和代
会員、委員に桑田昭世会員、木本玲子会員、

小山一子会員です。
　今期は会員増強委員会の基本的任務であ
る「会員を増強し、退会を防止する。」事に、
委員会のメンバーと共に努力致します。
　８月の「会員増強及び拡大月間」には、増
強拡大委員長でいらっしゃいます宝塚武庫
川RCの模委員長に卓話をお願い致しており
ます。
　そして、クラブ会員の皆様には、会員増
強の重要性を認識して頂き、新しい会員が
新しい仲間が、１人でも２人でもふえます
ように、御協力を頂くことを宜しくお願い
致します。

「長期計画委員会」
　　　　　　　　　　委員長　古川　彰治
・会員家族、友人、知人含む市民向け著名
　人の講演の開催。
・地域における子宮頚癌のワクチン接種率
　の改善を目指して、啓発のための講演会
　を開催。
・昨年に引き続き、東北地方の子供への支
　援。兵庫県三木市開催のマッチタフテニ
　スキャンプ参加への旅費等の補助。例会
　出席及びホームステイ、翌日市内見学後
　会場への送り。

「親睦委員会」
　　　　　　　　　　委員長　竹原　善記
・親睦委員は楽しい気持で主体性をもって
　親睦に努めましょう。
・親睦委員であることをしっかりと自覚を
　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。
・親睦委員会プログラムの回覧は必ず確認
　しましょう。
・今期は会員誕生日にお祝いの品のプレゼ
　ントを実施いたします。

プ ロ グ ラ ム
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・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はできるだけ参加
　しましょう。
・5大奉仕委員長はロータリーの理解を深
　めるために委員会でファイヤーサイドを
　行いロータリーへの理解と親睦に努めま
　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」
　　　　　　　　　　委員長　前田　正明
　「読んでもらえる会報」を。会報委員の方
々のご意見を聞き、会員の皆様にご提案し
ていきたいと思います。

「職業奉仕委員会」
　 　 　 　 　 　 委 員 長　川添　裕照
　　　　　　　　　副委員長　栗田　義博
・基本的任務：事業及び専門職務の道徳的
　水準を深め、あらゆる業務は尊重される
　べきであるという認識を深め、あらゆる
　職業に拘るなかで奉仕の理想をいかして
　いく。
・重点目標：会員それぞれの職業分野にお
　いて最も高度の道徳的水準を守り会員の
　職業上の手腕を社会の問題やニーズに役
　立てるように指導し、支援していく。
・具体的活動：
　　四つのテストの再認識
　　ロータリー職業宣言の再認識
　　例会での職業奉仕の卓話の実施
　　職場見学の実施

「社会奉仕委員会」
　　　　　　　　　　委員長　大門美智子
　ロータリークラブにふさわしい社会奉仕
を心掛けたいと思います。
　ロータリージャパンのHPから抜粋すると、
「ロータリークラブでは、そのクラブがある
地域社会のさまざまなニーズを検討し、地
域の人たちとともに、地域社会のために、

地域社会に根差した、さまざまな活動をし
ています。」
・子どもたちのために、スポーツ大会やス
　ポーツ教室の開催
・学校で自分たちの職業の体験談を話す
・地域の環境保全のための植樹、川や海岸
　などの掃除
・地域の人たちが興味をもっているような
　テーマで講演会を開催
　皆様のご指導をいただきながら、今、こ
こ宝塚でどのような社会奉仕活動ができる
のか、考えていきたいと思います。どうぞ
よろしくお願いします。

「新世代委員会」
　　　　　　　　　　委員長　木本　玲子
　皆様こんばんは。この度槇野幹事より「女
性会員が委員長をする方が良いから」と、
前委員長の吉田会員からも「全面的にバッ
クアップしますから」と言われまして、ま
だ入会２年目の私ですがすることになりま
した。
　新世代を引き受ける事になりまして、私
の娘も15歳の時に１年間、国の認定機関で
国内選考を受けてアメリカに交換留学した
経験がありまして、私も１週間ほどずつで
すが、色々な機関から頼まれて、３度留学
生を引き受けた経験が有り、このお役も何
かのご縁なのかと思いました。どうか、宜
しくお願い致します。
　それで、今年の活動と致しまして９月の２
週目であります９月12日の例会時に、RYLA
の新世代の小委員長であります夙川RCの黒
田様にお越し頂きまして、ゲストスピーチ
をお願いする事を依頼致しました。
　皆様にインターアクト、ローターアクト、
RYLA、国際青少年交換についての理解を
深めて頂けるように、お話しをして頂きま
す。
　そこで、まず会員の皆様の身近にいらっ
しゃいますお子様やお孫様に、参加のお声
かけをして頂ければと思います。ご協力の
程を宜しくお願い致します。
　以上でご挨拶を終わらせて頂きます。有
り難うございました。
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「ロータリー財団委員会」
　　　　　　　　　　委員長　中村　敏治

「双子クラブ委員会」
　　　　　　　　　　委員長　堀　　弘二

　それぞれ、今期の活動計画を発表しまし
た。

川添　裕照　君…蓮尾丸の出航を祝してニ
　コニコ。先週は大変遅刻しまして申し訳
　ありませんでした。
中村　敏治　君…蓮尾丸の順調な船出を祝
　して。

　　本日合計　　　　　 15,000円
　　本日までの累計　　123,000円
　　　　　　　　　（細川　洋一　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　槇野　　稔
・例会終了後、20周年記念例会委員会を開 
　きます。
・来週は移動例会をビアケラーで行います。

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27日

本　日 30

33

3

3

27

30

21

26 1

77.78

86.67

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

　厚労省、「健康寿命」なる新しい指標を
算出して発表しました。健康寿命とは、
「介護を受けたり病気で寝たきりになら
ず、自立して健康に生活できる」年齢の
ことで、2010年は男性が70.42歳で、女
性は73.62歳だったそうです。平均寿命
と比べ、男性は9年余り、女性は約13年
短くなっています。健康と寿命のギャッ
プは今後も広がりそうです。

ひとくち
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