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“ロータリーを実践し　みんなに豊かな人生を”
会長 ロン・Ｄ・バートン

第2680地区 宝塚中ロータリークラブ

本日の例会　　7月24日（水） 次週予告　　7月31日（水）
● ソング

● プログラム

「われらの生業」
　　　　　　栗田　義博　会員

前年度決算報告・監査報告

● ソング

● プログラム

「我等日本のロータリアン」
　　　　　　川添　裕照　会員

ガバナー公式訪問　　　　　　
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篠山RC　後藤　幹史ガバナー補佐様・今井　
保晴ガバナー補佐幹事様、ガバナー補佐公式
訪問に来られました。

会長　大西　利哉

　皆さん今晩は、本日はガバナー補佐公式訪
問ということで、ガバナー補佐　後藤幹史
様、ガバナー補佐幹事　今井保晴様　ようこ
そおいで下さいました。後程、クラブ協議会
にてご意見を頂戴します。よろしくお願いし
ます。
　本日、ガバナー補佐公式訪問に合わせて
「クラブ運営方針および委員会活動計画」を
不完全ながらお配りすることができました。
本日はこの冊子の１ページ目のロータリーの
目的（旧ロータリーの綱領）についてです。
ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎と
して奉仕の理念を奨励し、これを育むことに
ある。具体的には、次の各項を奨励すること
にある：
第１　知り合いを広めることによって奉仕の
　　　機会とすること；
第２　職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ
　　　仕事はすべて価値あるものと認識し、
　　　社会に奉仕する機会としてロータリア
　　　ン各自の職業を高潔なものにするこ　
　　　と；
第３　ロータリアン一人一人が、個人とし　

　　　て、また事業および社会生活におい　
　　　て、日々、奉仕の理念を実践するこ　
　　　と；
第４　奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界
　　　的ネットワークを通じて、国際理解、
　　　親善、平和を推進すること。
となっています。
もともと、ロータリーは職業奉仕の考えから
始まり、「職業は社会に奉仕する機会であ
る」と述べられています。
・奉仕の理念とは　｢他人の事を思いやり、他
　人のために役立とうとすること｣
・究極の目的は　｢最もよく奉仕するものは、
　最も多く報いられる｣
・最もよく奉仕するには　｢これ以上､良いも
　のはない」ものを自ら職業の中にみいだ
　し、顧客に提供する。
・そのためには常に新しい夢を見て、どうす
　れば他人のためになるか、常に新しい視点
　より考え、実行に移す。
を皆さんの職業に取り入れ、｢ロータリーと
は」の答えの参考にしてみてください。

◆クラブ協議会
「会長運営方針」

会長　大西　利哉
　初心に戻って例会のありかたを考えてみた
いと思います。例会出席はとにかく今日も元
気で、みんなに会うことができるとうことで
はないでしょうか。あまり窮屈に考えないで
「異業種の会員の方々と元気で知り合うこと

会長の時間

プログラム

ごあいさつ

第964回例会報告 7月17日（水）

ロータリーを
実践し

みんなに
豊かな人生を

ロン D. バートン
2013-14年度RI会長
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ができたことが楽しい」という程度でしょう
か。　ロータリーの本質からずれるかもしれ
ませんが、そのことにより各会員の結束が高
まり良い知恵が浮かんできたとき、奉仕の方
向を考えることとし、先ずは例会に顔を出す
ことから考え直しましょう。やや退屈です
が、ロータリーの勉強会（地区大会やセミナ
ーなど）の参加も皆さんとの共通の話題とな
り、他クラブの考え方等も大変参考になると
思います。
　「こんなことをしませんか？」程度でよい
ですから、ご意見を皆さんから頂ければあり
がたいと思います。先週の例会後の茶話会に
て、女性会員の会員増強の話で盛り上がって
いたことは、とても有意義な時間だったと思
いました。
　上げ膳据え膳的な例会ではなくて、皆さん
の大事な水曜日夜7：00～8：00の1時間を、有
意義な例会にしましょう。

「クラブ管理運営委員会活動計画」
委員長　小山　一子
副委員長　蓮尾　春輝

１）基本的任務と致しましては、会員に例会
　　運営・親睦活動を理解して頂き、有意義
　　なロータリーライフを楽しんで頂くこと
　　を基本的任務と致します。
２）重点目標と致しましては、会員相互の理
　　解と親睦を深め、魅力的で楽しいクラブ
　　運営を目指して行きたい。
３）具体的任務と致しましては、各小委員会
　　委員長の協力を仰ぎ委員会への周知徹底
　　を図って頂き、円滑な例会運営と親睦活
　　動、卓話、例会終了後の茶話会、バス旅
　　行等々　クラブ運営に役立てたいと思っ
　　ています。
＊メンバー全員が、当日は多用であったが、
　出席できて良かったと思って頂けるような
　例会にしたい。
＊最大の願望は、今期一年間大西会長が皆出

　席くださることです。
＊皆様の建設的なご意見をお待ちいたしてお
　ります。　
＊今期一年間よろしくお願い致します。

「公共イメージ委員会」
委員長　田辺朱希美

　公共イメージ委員会の委員長を任命されま
した田辺朱希美でございます。副委員長には
木本玲子会員が任命されました。どうぞ宜し
くお願い致します。公共イメージの役割はロ
ータリーに関する情報を一般の人々に伝え、
クラブの奉仕活動を広報するための計画を立
案、実行することです。効果的な広報を行う
ことによって、地域社会や世界のニーズに取
り組むロータリーの活動を、多くの人々に知
ってもらうことが出来ます。そして、ロータ
リークラブに対して人々の抱くイメージが、
好ましいものとなれば、積極的に活動しよう
という、会員のモチベーションが高まると共
に、入会希望者も増えることと思います。ク
ラブの活動を会員だけでなく、メディアや一
般の人々にも知ってもらう事です。その為
に、HPの更新を定期的に行う。又、市の広報
課や新聞社の地域報道部などに宝塚中ロータ
リークラブの活動計画並びに活動状況等を、
記事にしていただく様に依頼する。早速、私
共クラブでは八月に福島県のテニス協会より
中学生数名をマッチタフキャンプに招待させ
て頂く予定が入っています。この予定も是
非、記事掲載して頂けるように活動しようと
思っています。公共イメージ委員長、大変な
重責でございますがRIの戦略計画（3つの重点
項目）①各クラブを強化（会員増強）②奉仕
活動の増加　そして三つ目の③公共イメージ
の向上　その向上に繋がる活動が出来ますよ
うに頑張る所存でございますので、皆様のご
協力の宜しくお願い致します。

「奉仕プロジェクト委員会活動計画」
委員長　栗田　義博

◯基本的任務
地元や双子クラブおよび他国などの地
域社会のニーズに応じた教育的、人道
的な奉仕　プロジェクトを立案し実施
する

◯重点目標
各委員が地域社会のニーズに応える奉
仕活動を行える様に情報提供し、応援
する

◯具体的活動
各委員と連絡を密にし、奉仕の実践に
ついて検討していく



「ロータリー財団委員会活動計画」
委員長　中村　敏治

◯基本的任務
ロータリー財団の活動に対する理解と
支援の推進を図る

◯重点目標
財団活動についての広報活動と理解に
努める

◯具体的活動
①ポリオ撲滅のために、ポリオプラス
　に更に協力を求める（資金として書
　き損じ葉書、不要のテレフォンカー
　ドを供出していただく）
②新しい会員にもポールハリスフェロー
　になって頂くように努める

「クラブ協議会補佐寸評」
阪神第3グループガバナー補佐

後藤　幹史

　本年度大西会長様の運営方針には、「親睦
を通して、奉仕の糸口をつかみ、意志を一致
団結して、大きな力となって目的を達成する
こと」を掲げられ、ロータリーの目的の一番
目を視されております。発表いただきました
各委員長様、大西会長様の運営方針をよく理
解されすばらしい活動計画をたてられており
ます。
　地区の推奨する5部門の常任委員会（クラブ
管理運営・会員増強・公共イメージ・奉仕プ
ロジェクト・ロータリー財団）、また特定さ
れた委員会（小委員会）をも組織され運営さ
れることは、クラブの活性化につながり、CLP
の根底にある、多様性と自主性を尊重しひと
り一人が自主的に決めてゆき、クラブのニー
ズに合ったゆるぎない、個性的なクラブつく
りに全員で取り組まれている様子に敬意と感
謝を申し上げます。
　貴クラブの益々のご発展と、会員みなさま
のご健勝、ご多幸をお祈り申し上げます。

○後藤　幹史ガバナー補佐・今井　保晴ガバ
　ナー補佐幹事　様
　本日は大変お世話になります。
　クラブ協議会を同席させて頂きますの
で、よろしくお願い致します。
○蓮尾　春輝　君
　本日は、後藤ガバナー補佐、今井幹事
様、ようこそ、おいで下さいました。よろ
しくお願いします。

○桑田　昭世　君
　暑中お見舞い申し上げます。本当に暑い
日ばかり続きます。皆様どうぞ体調管理に
注意なさって出来るだけ涼しく楽しい夏を
お過ごし下さいませ。太陽にニコニコ。
○前田　正明　君
　後藤ガバナー補佐、今井ガバナー補佐幹
事ようこそいらっしゃいました。
宜しくご指導お願い申し上げます。
○中村　敏治　君
　ガバナー補佐、後藤様、本日は御指導、
宜しくお願いします。
○田村　久子　君
　篠山RC後藤幹史ガバナー補佐様、今井保
晴ガバナー補佐幹事様ようこそ！一年間お
世話になります。
　私事ですが、冥土の土産に来週から一カ
月スイスに行きます。ご迷惑をかけること
もありますが、よろしくお願い致します。
ニコニコ----。

　　本日合計　　　　　　　　43,000円
本日までの累計　　　　141,000円

　　　　　　　　　　（田村　久子　記）

◆本日のソング
「それでこそロータリー」

栗田　義博　会員

◆出席報告

◆クラブゲスト
篠山RC
ガバナー補佐　　　　後藤　幹史　様
ガバナー補佐幹事　　今井　晴保　様

◆幹事報告
クラブ運営方針および委員会活動計画が会員
皆様の御協力のおかげで出来上がりました。
プログラムで9月1日の黒田庄牛の牧場見学で
すが牧場の都合で9月8日に変更いたします。
運営方針の最後2頁に地区内クラブ一覧表をつ
けております。メイキャップにご利用ください。
例会の食事アンケートですが今月中行いま
す。集計を行い皆様にご報告いたしますので
御協力お願いいたします。
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ニコニコ箱

週間報告

メイキャップ出席免除者会員数 算　定 本　日 出席率

前々回
7月3日

本　日 30

30

4

3

26

27

22

26

84.62

96.30



◆トピックス
　宝塚歌劇１００周年同窓会が宝塚Hで開催さ
れ、多くのOGが参集されたそうです。そのた
めか、例会後の茶話会場の定位置が元塚ガー
ルに占拠？されていました。
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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

ひとくち

米国を象徴する自動車の町、デトロイ
ト市が破綻しました。負債総額は1兆8
千億円を超え米国の自治体では最大の
破綻です。日本車の台頭により1970年
代より衰退が始まり、住宅価格も金融
危機前より7割も下落しました。日本
の地方都市も同じような運命をたどる
かも。
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