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▲ ソ　ン　グ　「我等日本のロータリアン」
　　　　　　　　　　吉田　忠司　会員
▲ プログラム　　
　　　　　　　　　ガバナー公式訪問

次 週 予 告 9月19日（水）本日の例会
▲ ソ　ン　グ　「われらの生業」
　　　　　　　　　　　馬場　和代　会員
▲ プログラム　　
　　　　　　　　新世代委員プログラム

9月12日（水）

9月5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

第923回例会報告

　　　　阪神第３グループ ガバナー補佐
　　　　　　　　今垣　均　様（三田RC）

　クラブ協議会を開催していただき、どう
もありがとうございます。会長、幹事、ク
ラブ管理運営委員会、会員増強退会防止委
員会、社会奉仕委員会、長期計画委員会と
活動方針ならびに経過を報告していただき
ましたが、まずはじめに、申し上げたいの
は、貴クラブは平成22年からCLPを導入さ
れ、女性会員も8名いらっしゃるというこ
とで、その面においては地区内でも先進的
なクラブであるということです。クラブの
雰囲気も若さがあり20周年を迎えられ、こ
れから益々発展されることと思います。
　さて、会員増強についてはどこのクラブ
も苦労されていることと思います。私のク
ラブでもそうです。こちらのクラブでは竹

原親睦委員長を中心に親睦活動に工夫を凝
らされています。私も例会に来させていた
だくたびに、例会後の茶話会を楽しみにし
ております。それと同時に例会自体をより
楽しくすることを考えられてはいかがでし
ょうか。会員候補者を例会に招待しても、
例会の雰囲気が固ぐるしければ入会をため
らわれるかもしれません。
　社会奉仕、国際奉仕などはクラブの特色
をだした奉仕活動をしていただければよい
と思います。こちらのクラブでは、継続し
て市民向けの講演会を開催されていますし、
今年度は子宮頸部ガンに対する啓発の講演
会を計画されています。たいへんすばらし
いことだと思います。その上で、20周年と
いう年は奉仕プロジェクトの大きなチャン
スです。すでにすばらしいプログラムを計
画されていることと思いますが、是非がん
ばって大きな成果を上げてください。
　以上で私の話を終わらせていただきます。
ありがとうございました。

「終戦」
　　　　　　　　　　　会長　蓮尾　春輝
　私は最近NHKのアーカイブスか何か忘れ
たが、終戦に至るまでの外交的な経緯と、
その頃の指導者の対応をドキュメンタリー
タッチで描いたものを観ました。
　我々、少なくとも私が全然知らなかった

《ご　挨　拶》
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史実をかなり明らかにしたものでした。
　このドキュメンタリーは終戦（降伏）の
タイミングを計ろうとした時期に焦点をあ
てたものです。
　阿南陸軍大臣、米内海軍大臣、東郷外務
大臣、梅津陸軍参謀総長、それに高木海軍
少佐を中心に描いていました。（総理大臣は
出てきませんでした。影が薄かったのです
かね？）
　高木陸軍少佐はスイスで、アメリカ国務
省のアレンダレス（後の国務長官）のルー
トでのアメリカとの直接交渉を具申するも、
ソビエトの仲介を期待していた東郷外務大
臣、米内海軍大臣にストップさせられ、こ
の道が閉ざされた。
　5月19日に梅津参謀総長が天皇に、連合軍
に一撃を加える力が無いことを上奏してい
た。（この頃、まだ一撃を加えて良い条件で
終結させるという考え方が主流だったよう
だ）
　それを聴かれた天皇は6月22日、最高指導
者会議を召集されるも、阿南陸軍大臣が「一
撃を加えざる事もあり得る」とまでは言っ
たが、戦争終結の方策は語られなかった。
　ソビエト駐在の外交官も何の交渉材料を
与えられず、ただ交渉といっても無為に過
ぎて行った。（外務省総体がソビエトに仲介
をいう見誤りが既にあった。）
　そのうち、ソビエト駐在外交官から、ポ
ツダムで近く会議があり、ソビエトが参戦
しそうだという悲痛な情報が外務省に入っ
ても何の方策もなく、ポツダム宣言、ソ連
参戦、原爆投下（1発のみならず2発）に至る
まで無策であった経緯が描かれています。
その間、何十万の市民が亡くなるという犠
牲が払われたのです。満州での悲惨な情況、
シベリア抑留、北方四島問題、ポツダム会
議の前に戦争を終結させていれば、これら
の事は無かったでしょう。「国の指導者たる
ものの資質のなさで、指導者全員敗れる事
は解っていても、これに対する方策を立て、
責任を負おうという人が誰一人いなかった
ことが、この悲劇を生んだ」と、後に高木
少将が述懐されていたそうです。
　同じことが東日本大震災、特に福島原発
事故という国難とも言える日本の情況で言
えるのかも知れませんね。
　「埋もれている真の指導者よ出でよ」と叫
びたいですね。

「クラブの運営について」
　　　　　　　　　　　会長　蓮尾　春輝
◎本年度の国際ロータリー（R.I .）会長は、
日本人として３人目の田中作次様です。
　テーマとして“Peace through service”
（奉仕を通じて平和）
　田中作次R.I.会長は「平和」をテーマに三
つの世界フォーラムを設定されました。
①ベルリン　2012年11月30日～12月2日
　　国境のない平和
②ホノルル　2013年1月25日～27日
　　平和にいたる緑の道
③広島　2013年5月17日～19日
　　平和はあなたから始まる
　フォーラムの一つは日本の広島であるこ
とだし、何らかの形で関わることができれ
ばと考えています。
◎2680地区ガバナーの石丸鐵太郎氏は申し
ておられます。
　“ロータリーとは、より上質の人生を生き
るための装置である”
　ロータリーの会員は、みんな心は美しい善
人です。しかし、弱い人間でしょう。それぞ
れ人を思いやる心を発揮したいと思ってい
るのです。ただ、その心を発揮する勇気を
出しきれないのです。その勇気を出すこと
を励ましあうのがロータリークラブです。
　勇気を出して！！
　みんな一緒に！！
　そして楽しく！！
　夢をもって！！
◎当クラブの本年度の最大行事は、20年目
の節目の行事である20周年記念事業だと思
っています。
　もう既に実行委員会を立ち上げ、準備に
かかっています。
　　実行委員長　竹原善記
　　副 委 員 長　古川彰治、阪上栄樹
　実行委員会から節目、節目で説明がある
と思います。疑問点があれば質問していた
だき、アイデアがあれば出していただきた
いと思います。とにかく、会員全員が役割
分担を把握して、皆で納得し、満足のいく
記念例会にしたいと考えます。
◎次には親睦に努めることです。
　親睦委員長には引き続き竹原善記さんに
やっていただくようにお願いしました。

プ ロ グ ラ ム
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　恒例の家族例会は勿論のこと、面白く、
しかもためになる会員、家族バス旅行も企
画してもらっていますので参加のほどお願
いします。ついでに申しますと、私と槇野
幹事の二人で発案したカラオケ同好会も17
～18人の参加希望があり、びっくりしまし
た。また例会のご案内をしたいと思ってい
ます。
◎第３は長期計画です。
　現在、継続的に行っているのは市民向け
の講演会。
　今年は、子宮頸癌ワクチン接種に関する
啓蒙。
　東北大震災に関連して、三木市で行われ
るジュニアテニスキャンプへの東北からの
参加の援助活動。（例会出席、ホームステイ、
旅費など）長期計画委員長の古川彰治さん
を中心に検討していただきたいと思います。
　それから、15周年の時に設立された宝塚
中プロバスクラブが行う事業への補助（精
霊流しなど）は継続的に行う必要があると
思います。

クラブ管理運営委員会
　　　　　　　　　委 員 長　大西　利哉
　　　　　　　　　副委員長　栗田　義郎
　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。

クラブ会員増強委員会
　　　　　　　　　　委員長　田辺朱希美
　会員の皆様には、8月に「会員増強月間に
因んで」と地区増強・拡大委員会の模委員
長の卓話をお聞き頂き「日本国内と2680地
区の会員数の推移」について、会員数が右
肩下がりの減少が、ずっと続いている現状
をお聞きになったと思います。私共、ホー
ムクラブも悲しいことに２名の退会者を出
してしまいました。国内の１クラブの平均
会員数は39人だそうです。せめて私共ホー
ムクラブも現状に満足しないで、平均会員
数39人に少しでも近づくよう！より多くの

人に声掛けを！一人ひとりが実践して頂き、
会員数を増やし活気ある楽しい宝塚中ロー
タリークラブを目指そうではありませんか。
模委員長もロータリーの増強に王道はあり
ません。ごく当たり前のことを、当たり前
のように「全員で取り組む」ことに尽きま
すと。
　常に「One For All, All For One」の精神
を忘れないことです。と最後を締められま
した。
　会員の皆様との協力と連携で会員数39人
を目指したいと思います。
　つきましては、皆様にアンケート用紙を
お渡ししていると思います。あなたのお近
くに『ロータリークラブにご入会なさいま
せんか！』とお声掛けしたい方はいらっし
ゃいませんか？
　皆様のご協力をご期待しております。9月
26日今月の最終例会にアンケートを集めさ
せて頂きます。以上です。

長期計画委員会
　　　　　　　　　　委員長　古川　彰治
　過去２回アンケート調査実施。1回目はど
の様な（社会奉仕、国際奉仕etc.）地域密着
型、会員の方々が参加しやすいなどの調査
結果を踏まえ、具体的活動内容を２回目に
書いて頂き、少ない提出のなかから市民向
け講演会という事で実施。又東北地方の子
供達の支援という事で、ジュニアテニスの
子供達の例会出席、ホームステイ、市内観
光地案内後、全国規模のマッチタフキャン
プの参加を行って来た。本年度は社会奉仕
委員長大門会員の提案の、子宮頸癌予防の
講演会を9月22日ソリオホールで実施します
ので奮ってお手伝い下さい。又新規奉仕活
動があれば委員会に提出して下さい。

社会奉仕委員会
　　　　　　　　　　委員長　大門美智子
　本日はガバナー補佐 今垣様、ようこそお
越しくださいました。ご訪問ありがとうご
ざいます。社会奉仕委員会の活動報告をさ
せていただきます。今月22日にソリオホー
ルにおいて子宮頸癌予防ワクチン講座の開
催を計画しております。対象は中高校生と
教師、その父兄をターゲットにしています。
講師はこのたび大阪大学から新潟大学大学
院医歯学研究科婦人科学教授に就任されま
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した榎本隆之先生です。子宮頸部癌の予防
接種は中学１年生から高校１年生の女子生
徒に行われております。宝塚市は全額公費
で接種できるにも関わらず、大変接種率が
低く30％あまりとなっております。
　癌検診においては、若年女性の異常率が
非常に高く、今以上に若年女性の子宮頚癌
患者は急増するのではないかと危惧いたし
ます。接種率を高めるためには啓蒙活動が
必要と考え、今回の講演会を計画いたしま
した。
　チラシもすでに宝塚市内の中学校には市
役所から配布してもらい、市内の高校及び
私学の中高等学校には、地域に居住する会
員に配布を依頼しました。その他宝塚市医
師会にも配布を依頼済みです。
　9月10日にはFM宝塚において「にこにこ
たからづか」にゲスト出演の依頼を受けま
した。生放送で11時15分から11時45分の予
定です。あがらず、きちっと役目を果たせ
ますよう頑張ります。
　9月が癌月間であり、会場の都合や講師の
都合でこの日になってしまいました。秋の
行楽シーズンの連休に申し訳なく思います
が、皆様ご協力どうぞよろしくお願い申し
上げます。

古川　彰治　君…ガバナー補佐今垣均様、
　本日はご指導の程よろしくお願い致しま
　す。
蓮尾　春輝　君…今日は、今垣ガバナー補
　佐の公式の御訪問です。どうか、お手や
　わらかにお願い致します。
草野　　旦　君…肝炎の署名運動に参加下
　さいまして本当にありがとうございまし
　た。感動してます！感謝！！
前田　正明　君…今垣ガバナー補佐様、よ
　うこそいらっしゃいました。今日はよろ
　しくお願い致します。
阪上　栄樹　君…暑い日が続きあまりニコ
　ニコとはいかないのですが、皆様御自愛
　下さい。今垣ガバナー補佐様、本日は御
　苦労様です。どうぞよろしくお願いしま
　す。

　　本日合計　　　　　 25,000円
　　本日までの累計　　176,000円
　　　　　　　　　（細川　洋一　記）

◆本日のソング
　「君が代」「それでこそロータリー」　　
　　　　　　　　　　　馬場　和代　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）

◆スポット
草野　旦会員より
　「肝炎の署名活動に参加して頂いてあり
がとうございました。感動しております。」

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

　国民の暮らしに大きな影響を与えた
科学技術を登録する「未来技術遺産」
に、ソニーの「ウォークマン」1号機
（1979年）など21件が選ばれました。
このほか日本コロムビアが製作した日
本国産初のLPレコード（1951年）、現存
する最古の全自動洗濯機（1961年）な
ども選ばれたそうです。世界遺産は有
名ですが、日本人が生み出した技術も
大切にしたいですね。

ひとくち

メイキャップ出席免除者会員数 算　定 本　日 出席率

前々回
8月22日

本　日 31
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