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PEACE THROUGH SERVICE
R.I.会長テーマ

“奉仕を通じて平和を”
会長 田中 作次

第2680地区 宝塚中ロータリークラブ

本日の例会　　6月26日（水） 次週予告　　7月3日（水）
● ソング

● プログラム

「Be A Rotarian」
　　　　　　馬場　和代　会員

最終例会

● ソング

● プログラム

「君が代」「奉仕の理想」
　　　　　　川添　裕照　会員

会長運営方針・役員挨拶
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会長　蓮尾　春輝
草木国土悉皆成仏
（そうもくこくどしっかいじょうぶつ）

　これはNHKのプロフェッショナルという番
組で、
　山谷の“ドヤ街”を支える医師　～命と向
き合う現場～　本田　徹という医師の山谷の
“ドヤ街”での医師としての奮闘にスポット
をあてた番組でした。
　その中で彼の座右の銘としている言葉とし
て「草木国土悉皆成仏」という言葉がありま
した。
　・草木や国土のような心を持たないものも
　　ことごと成仏する。
　・謡曲：杜若（かきつばた）に出てくる。
　山谷という社会の底辺に掃き捨てられたよ
うに生きる老人達と向き合う時、草木や土く
れでも心を持ったように成仏する。いわんや
年老いて身寄りもない人間でも心ある人間と
して向き合わなければならない。あたり前の
ようで、なかなか出来ることではありません。
　彼は若くしてアフリカやアジアで医療奉仕
活動をやり、帰国してから自ら海外医療支援
のNPO法人を立ち上げています。
　人に誘われて浅草病院に赴き、山谷の“ド
ヤ街”での医療に携わるようになったのです。
　彼が山谷から教えられた事として、患者で
もある老人の俳句を引用しています。
　☆労（いたわ）りは　無用にそうろう　　
　　ひきがえる

　☆　献体の　意志決めてみる　湯島の梅

　彼と同じような意識で医療に携わっている
人は、その程度は別としても日本全国で何千
人かいるのではないかと考えました。
　しかし、このように個人の努力が通用する
のも「国民皆保険」というありがたい日本の
医療システムが下支えしているのではと思い
至りました。
　ともあれ私には真似ができない。数千の医
師達に心から尊敬の念を抱きます。

会長　蓮尾　春輝
会務報告

　2012年～2013年の会務報告。2012年7月から
ということですが、実際には次期ガバナーの
召集による会長、幹事、副会長など各委員会
があり、それをまとめる形の地区協議会を経
て、活動計画を作成するという作業があった
わけです。
　今まさに次期会長大西さん他、次期役員の
方々はこの作業をやっておられ、そろそろ纏
まっている頃だと思います。
　今年度の国際ロータリーRI会長は、日本人
として3人目の田中作次様で、テーマとして
　　Peace Through Service
　　（奉仕を通じて平和）
　私たちは、石丸鐡太郎がガバナーの方針を
ふまえ活動計画を作りました。
　当クラブの運営方針としては、

会長の時間

プログラム

第960回例会報告 6月19日（水）
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　本年度の最大行事、20周年記念例会を会員
の皆様のご協力で成功させたいこと。あとは
親睦につとめて楽しいクラブライフにしたい
ということでした。20周年記念例会について
は実行委員長に竹原会員、副委員長には古川
会員、阪上栄樹会員になっていただき、実行
委員会を中心に進めていただきました。
　7月以降について、主な行事を経時的にふり
かえってみたいと思います。

7月18日…移動例会
　ケア・ビラーで移動例会を行い盛り上がり
　ました。
8月4日㈯…宝塚花火大会見物
恒例になった中華料理の飲み食いのあと宝
塚花火大会の見物でした。お天気で良かっ
たです。
8月29日…福島県テニス協会理事長　戸川稔明
　　　　　様、コーチの松本安弘様はじめ、中
　　　　　学生の男女6人がゲストとして来宝
例会終了後、中学生は阪上会員宅、木本会
員宅にホームステイされ、翌日三木市での
第10回マッチタフキャンプに参加されまし
た。
9月5日…ガバナー補佐公式訪問
阪神第3グループ　ガバナー補佐、今垣　均
様をお迎えして、クラブ協議会を開催しま
した。
講評では、平成22年からCLPを導入している事
（阪上会長の時）。女性会員が8名いるという
事を地区内でも先進的であるという、お褒め
の言葉がありました。また、「例会後の茶話
会も楽しいものですね」とのお言葉も。「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」というご指摘でした。
9月19日…ガバナー公式訪問
石丸鐡太郎ガバナーのお話で、初めに地区
の委員会に当クラブから竹原会員が社会奉
仕、細川会員がロータリー財団、田中会員
がプロバスに出ておられることへの謝意が
ありました。
本年のRI会長　田中作次氏に関わる話。
テーマは
　「奉仕を通じて平和」
　　Peace through service
　奉仕が第一であるというお話であったと思
　います。
ガバナー公式訪問中に、あるロータリアンの
言葉として「人間は他人を助けることによっ
てしか、真の意味での幸福にたどりつかない
ことをロータリーで学んだ」
　RIの戦略計画で3つの重点項目
　①各クラブを強化（会員増強）

　　　当クラブの平均年齢　　63.7歳
　　　神戸（一番古い）　　　60.15歳
　　　明石　　　　　　　　　56.6歳
　②奉仕活動の増加

大小を問わず是非お願いします。どん
な些細な奉仕でもそれなりの意味があ
ります。

　③公共　イメージの向上
9月22日…子宮頸がん予防ワクチン講座
ソリオホールにて子宮頸がん予防ワクチン
講座
　　「子宮頸がんは予防できる」
　　　講演：大阪大学産婦人科　準教授
　　　　　　榎本隆之先生
　　中川市長のご挨拶もいただきました。
これは大門会員の提案を承認し開催しました
が、その計画、実行、殆ど彼女におんぶの形
になってしまいました。
対象人口がかなり限られたこともあり、参加
人数がやや少なかったのは残念でした。今後
の反省、検討課題となりました。
9月30日…第5回「日帰りバスツアー」
　伊勢神宮特別参拝と
　フランス料理（ボン・ヴィバン）
野木会員の特別のはからいで、神楽殿での若
い巫女さんなどのお神楽を特別拝観し、普通
では入れない白い玉砂利のところで特別参拝
をさせていただきました。生憎の雨となり、
野木さんに作法を教えられた玉串奉納がカッ
トとなり残念でした。昼食は伊勢でフランス
料理という珍しい取り合わせで楽しい一日で
した。
10月11日…2680地区チャリティゴルフ大会
　　　　　よみうりCCで開催。
当クラブから桑田会員、古川会員、槇野会
員、田中会員。
槇野会員が上位入賞。
10月18日…宝塚3ロータリークラブ合同例会。
　宝塚武庫川ロータリークラブ主幹
　卓話…落語：林家染左
11月19日㈪…宝塚中プロバスクラブ合同例会
　ホテル若水にて
　第8回武庫川灯籠流しについて
　　　（当クラブ後援）
12月5日…年次総会
　（次期）会　長　　　　　　大西利哉
　　　　　副会長　　　　　　小山一子
　　　　　幹　事　　　　　　前田正明
　　　　　ＳＡＡ　　　　　　木本玲子
　　　　　会　計　　　　　　田村久子
　　　　　クラブ管理運営　　小山一子
　　　　　クラブ広報　　　　田辺朱希美
　　　　　会員増強　　　　　阪上栄樹
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　　　　　奉仕プロジェクト　栗田義博
　　　　　ロータリー財団　　中村敏治
　　　　　直前会長　　　　　蓮尾春輝
12月9日㈯…クリスマス家族同伴例会
会員家族に加え、プロバスクラブから5名が
参加されました。
　アトラクション…南さんのハーモニカ演奏
　阪上夫人、娘さんによるハーモニカ伴奏で
　の歌曲。
　宝塚中RCカラオケクラブ変じて、合唱団に
　よるクリスマス曲合唱。
　　オークション総額　217,000園
2013年
1月21日…宝塚3クラブ合同例会
　　　　　宝塚ロータリークラブ主幹
卓話：2016年　オリンピックでゴルフが復
　　　活する背景をひもとく。
　　　ゴルフ作家　山口信吾様
2月9日㈯…阪神第3グループIM
　神戸フルーツフラワーパークホテル
　　講演「沈む夕日が立ち止まるまち」
　　若松進一氏
このたび、少し交通の便が悪いのでバスで行
こうということになり、バスをチャーターし
て行き大成功でした。他のクラブから羨まし
がられました。
2月17日㈰…グルメ同好会
これも恒例になっていますが、阪急山本駅
からバスをチャーターし、猪名川町の“里
の家”で牡丹鍋を大いに満喫しました。
3月3日…地区大会
4月6日㈯…宝塚中ロータリークラブ
　　　　　20周年記念例会
記念例会そのもの、流れなどは後に記念誌が
出る予定になっていますので、ここでは簡単
に私の感想を述べさせていただきます。
まとめていうならば、成功ではなかったかな
と思っています。他クラブの方の私の耳に入
る感想は「良かったよ」という言葉でした。
私としては、一番心配していた記念講演は、
今泉志奈子氏が元ロータリー財団奨学生であ
った経験をフルに活かした語り口で、ロータ
リーの講演にピッタリではなかったかなと、
私は大いに満足しています。
祝宴に入っては「ミント」によるダンス。あ
のほとばしる若さに圧倒されました。南　里
沙さんによるハーモニカ演奏。「非常に上品
でさすが宝塚中ですね」とほめられました。
とにかく会員全員の皆様のご協力により大成
功と私は思っているのですが。
4月24日…宝塚3ロータリークラブ合同例会
　　　　　宝塚中ロータリークラブ主幹
　卓話「お酒の話」…森本征夫氏

草野会員の紹介でお酒の話。特に地酒の話を
していただきましたが、驚いたことに、すぐ
ご近所の方であったのにびっくりしました。
4月29日…地区協議会
　次年度役員出席。
5月12日…篠山ロータリークラブ
　　　　　50周年記念式典

☆経過報告を書いているうちに思ったのです
　が、たった1年でも忘れている事が多いですね。
　公式な会は勿論、親睦など同好会でも、そ
　の都度出席者の中から順番にでも簡単に会
　報にしたらどうでしょうか。感想がつけば
　更に良いと思いますが。

年度末会務報告　SAA
2013年6月19日　　　　
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。

★前期の草野名SAA及び吉田副SAAと、メン
バー全員の皆様の暖かいご協力を得、今期は
上記三名の女性トリオが、力を合わせて務め
ました。具体的活動①②③④共に達成された
と思っています。
「にこにこ」もほぼ達成？となりましたが、
次週最終例会でも行いますので、よろしくお
願いいたします。ご協力ありがとうございます。
★お目だるき点多々あったと思いますが、ロ
ータリーの寛容の心でお許し頂きたく存じます。
ありがとうございました。

以　上　



○馬場　和代　君
会長、幹事様他委員長の皆様一年間お役目
お疲れ様でした。もう一回で今期終りです
ネ。ニコニコ
神谷様20年間本当にありがとうございまし
た。20才おめでとうございます。
イギリスへ田辺さん、ドイツへ田中様　海
外旅行のおみやげありがとうございます。
うらやましいです。いいですネ。
○大門美智子　君
　ニコニコ達成です。にこにこ
○古川　彰治　君
　細川さん　三都食物語有難うございまし
た。今夏又東北の子供達が来ますのでホー
ムステイ引き受けてくれる方よろしくお願
いします。
○蓮尾　春輝　君
　今日は雨で　梅雨らしいといえばそのと
おりですが、しばらくは辛抱ですね。
○細川　洋一　君
　谷口さんありがとうございました。
　日通さんに大変よくしてもらっています。
○小山　一子　君
　皆様今日は久々の恵雨です。蓮尾丸の接
岸がいよいよ近づきました。にこにこ達成
しました。次週も行いますのでまだのメン
バーはよろしくお願いいたします。にこにこ
○栗田　義博　君
　今年度ももうすぐですね。
　本日、雨なのに新車を納車してもらいました。
　細川さん、価値ある本をありがとうござい
　ます。
○前田　正明　君
　一年間お世話になりました。
　ニコニコニコ
○槇野　　稔　君
　いよいよlast two。
　ニコニコ達成していない人、来週も受けつ
　けます。会計がナイテます。
○中村　敏治　君
　これで、やっとニコニコの目標達成です。
　ニコニコ。
○田辺朱希美　君
イギリス旅行へ行ってまいりました！
一番見たかった！ストンヘッジを見てきま
した！欠席のお詫びに　チョコレートを皆
様に1つづつ　ニコニコ
○矢野　浩臣　君
　お久しぶりです。
　本日は大雨のため、会社で土砂崩れが…。
　次期は出席率を高めるよう努力致します。

　　本日合計　　　　　　　　92,000円
本日までの累計　　　　1,065,000円

　　　　　　　　　　（細川　洋一　記）

◆本日のソング
「我等日本のロータリアンの歌」

草野　　旦　会員

◆出席報告

◆幹事報告
「臨時理事・役員会議事録」
日　程　平成25年6月19日㈬
時　間　20時00分～
場　所　宝塚ホテル
出席者　蓮尾・槇野・田辺・小山・中村
　　　　坂上・前田・栗田・大西・細川
　　　　古川
内　容　吉田会員の退会に関して
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ニコニコ箱

週間報告

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

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5日

本　日 31

31

4

4

27

27

19

20 3

70.37

85.19

▲神谷さん20年間ありがとうございました。
　これからもよろしくお願いします。
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