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●例　会　毎週水曜日（19：00～20：00）　●例会場　宝塚ホテル
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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　　1月29日（水） 次週予告　　2月5日（水）
● ソング

● プログラム

「四つのテスト」
　　　　　山本章太郎　会員
「卓　話」
　　　　　竹原　善記　会員

● ソング

● プログラム

「君が代」「それでこそロータリー」
　　　　　　槇野　　稔　会員
「国際奉仕委員会プログラム」
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▼第987回　　　　　　　1月15日（水）

会長　大西　利哉

　前回、ロータリークラブの危機が今日まで
に幾度かありましたという話の続きです。
　第一の危機1907年から1910年に起こった、
ポール・ハリスやシェルドン達の奉仕・拡大
派とハリー・ラグルス（入会5番目の会員）達
の親睦・互恵派に分裂の危機でした。第二の
危機は、1915年～1923年の奉仕活動の実践を
巡る論争です。1916年のガイ・ガンディカー
著「ロータリー通解」の発行により、シェル
ドンが唱えたロータリーの奉仕の理念が纏め
られて確定した後は、いかにこの理念を実践
に移すかに絞られました。そこで問題となっ
たのは、職業奉仕と社会奉仕の実践活動を巡
る対立でした。ロータリーの活動は、「職業
奉仕の理念に基づいた職業奉仕活動」である
とする一派と、「世の中に不幸な人がいる限
りそれを救済するのが先決である」という社
会奉仕活動に重点を置く一派の論争です。こ
れは、I serve か We serve か、精神的活動か
金銭的活動かにまで発展して、まさにこれも
ロータリー分裂の危機をはらんだ論争でし
た。 これは、皆様ご承知の 1923 年セント・ル
イス国際大会での決議 23‐34 号の採択によっ
て、職業奉仕理念をロータリー哲学におくこ
とを前提としながら、一定の枠を設けてクラ

ブの奉仕活動を認めるということでロータ
リーの分裂を回避したわけです。
　　　2012.1.18　高萩ＲＣロータリー情報・研

修委員会「ロータリーの危機」より抜粋

◆上半期会務報告及び下半期活動計画
会長　大西　利哉

　上半期は、中クラブ代表の顔としてロータ
リーの事をがんばって勉強してきました。会
長経験者はお分かりになると思いますが、3
月・4月ごろから次年度会長の責任がぼちぼち
出てきます。次年度のRI会長エレクトのメッ
セージや、地区ガバナーエレクトの報告と方
針に沿ったいろいろなセミナーの開催、そし
て阪神第三グループの会長幹事会の集まり
等々でロータリーの事を勉強させられまし
た。今年度の地区ガバナーが武庫川RCの大室
さんといったこともあり、7月に入りすぐ、ガ
バナー補佐・ガバナー公式訪問を迎え何とか
形にすることができました。これも皆様のご
協力と前田幹事の綿密な計画と努力のおかげ
だと大変感謝しています。上半期は是もなく
不可もなくかなと思っています。ただ、田中
稔二会員の死去と中迫会員の御病気による退
会が続き非常に寂しい思いです。
　最近の傾向として、ロータリー財団の関係
からか、半年以上前から色々な計画が、発表
される傾向にあります。例えば、次年度のガ

会長の時間

プログラム

バナー公式訪問の日程もすでに決定されてい
るようですし、地区補助金の申請も1年前から
計画しておかないとスムーズにいきません。
次期ガバナー滝沢功治(神戸須磨RC)様も先週土
曜日にサンディエゴに向けて出発されたよう
です。ここで、RI会長エレクトより次年度の
テーマ発表があり、次年度の方針が決定され
ます。
下半期もまだ、たくさんのイベントがありま
す。現在、私自身中だるみといったところか
もしれません。気を引き締めて、まだ６ヵ月
残っていますので６月末まで引き続き会員増
強も含め、親睦を深めて楽しいロータリーラ
イフを過ごしましょう。引き続き皆様のご協
力ご支援よろしくお願いいたします。

〈次年度役員・理事の承認〉
　　　　　会　長　　小山　一子　会員　
　　　　　副会長　　那須　範満　会員
　　　　　　　　　（次期　会長エレクト）
　　　　　幹　事　　栗田　義博　会員
　　　　　会　計　　古川　彰治　会員
　　　　会計監査　　坂上　安夫　会員
　クラブ管理運営　　那須　範満　会員

　　　クラブ広報　　田辺　朱希美会員
　　　　会員増強　　阪上　栄樹　会員
奉仕プロジェクト　　蓮尾　春輝　会員
　ロータリー財団　　草野　　旦　会員
　　　　直前会長　　大西　利哉　会員

◯移動例会の定期開催の件
　例会場は宝塚Hに固定されているが、四半期
或は半年毎に1回程度他会場で移動例会を開催
する
　提案があり、討議を行ない、次年度より実
施、詳細は次期理事・役員が計画することに
なった。

・移動例会の定期開催の件
　例会場は宝塚Ｈに固定されているが、四半
期或は半年毎に１回程度他会場で移動例会を
開催する
　提案があり、討議を行ない、次年度より実
施、詳細は次期理事・役員が計画することに
なった。

10月9日（水）
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ENGAGE ROTARY CHANGE LIVES
R.I.会長テーマ

“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

第987回例会報告

第988回例会報告（宝塚3RC合同例会）

1月15日（水）

1月20日（月）
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ニコニコ箱

週間報告バナー公式訪問の日程もすでに決定されてい
るようですし、地区補助金の申請も1年前から
計画しておかないとスムーズにいきません。
次期ガバナー滝沢功治（神戸須磨RC）様も先
週土曜日にサンディエゴに向けて出発された
ようです。ここで、RI会長エレクトより次年
度のテーマ発表があり、次年度の方針が決定
されます。
　下半期もまだ、たくさんのイベントがあり
ます。現在、私自身中だるみといったところ
かもしれません。気を引き締めて、まだ６ヵ
月残っていますので６月末まで引き続き会員
増強も含め、親睦を深めて楽しいロータリー
ライフを過ごしましょう。引き続き皆様のご
協力ご支援よろしくお願いいたします。

●前田幹事…会員増強20名招待計画、残り6ヶ
　月各位頑張って下さい。
●SAA木元会員…いまだ慣れず。皆様御協力
　を！
●会計田村会員…収入・支出バランスよく運
　営します
●奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ小山副会長…計画書通り、良
　く運営出来ています。出席率がやや低いの
　が気になります。会員各位への周知徹底に
　より、楽しいロータリーライフを！
●会員増強阪上会員…上期2名減。お声掛けは
　していますが、皆様の御協力是非に是非に
　お願いします。
●クラブ奉仕栗田会員…9／8の日帰りツアー
　（黒田官兵衛ゆかりの地）、下期も楽しい
　企画が計画されています。
●R財団中村会員…①ポリオ撲滅への御協力を
　②ポールハリスフェロ今期2名、来期は3名
　で再び100%達成クラブへ

○大門美智子　君
　草野会員が殿堂入りされたとお聞きしまし
　た。おめでとうございます。
　宝塚中ロータリークラブの“ほこり”です
　ね。ニコニコ。
○古川　彰治　君
　講演会の集客　皆さん宜しく。

　　本日合計　　　　　　　　13,000円
本日までの累計　　　　554,000円

　　　　　　　　　　（田村　久子　記）

◆本日のソング
「奉仕の理想」

栗田　義博　会員

◆出席報告

◆幹事報告
・1/18㈯講演会・懇親会出来るだけ多くの参
　加を！
　集合13：00、開場13：30の予定です。
・1/20㈪12：30～宝塚3RC合同例会です。
　（1/22は振替休会です）

◆スポット
★リフレッシュエクササイズ　№251

2014年1月15日
小山　一子　会員

皆様おめでとうございます。
★21期第6回、通算251回目の「にこにこエク
ササイズ」です。
今年もよろしくお願い致します。
　寒さもいよいよ厳しくなって参りました。
　関節を柔軟にし、心身を温めるエクササイ
ズです。
１）いつものように足を腰幅に開き「深呼　
　　吸」2回、大きく手首の関節をしっかり捻
　　りながら行い、手首や関節を柔らかくし
　　ておきます。
２）手首を振って柔らかくしておきます。
３）両手親指を外にして握りこぶしを作り、
　　肩の高さで構えます。
　　そのまま右へぐっと沈み込み、イーチと
　　上に突き上げ、反対を行い、8回繰り返し
　　ます。
４）次は横突きです。同じように右手で左方
　　向につき、反対にも計8回行います。
５）深呼吸2回、親指を外にし、クンバハカ　
　　し、にっこりして終わります。
　うがい・マスク・手洗いを行い、風邪に気
を付けて下さいませ。
　次回をお楽しみに！　ありがとうございま
した。

―完―

メイキャップ出席免除者会員数 算　定 本　日 出席率

前々回
12月25日

本　日 28 2

休

26

会

21 80.77
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ごあいさつ
▼第988回　　　　　　　1月20日（月）

開会挨拶
　宝塚RC　　　　　　

会長　田宮　武和
　宝塚市三ロータリークラブの皆さま明けまし
ておめでとうございます。
　本年も相変わりませず宜しくお願い申し上げ
ます。
　今期は三クラブの会長幹事で相談させて頂
き、折角三クラブが年間三回合同で例会をして
いるのであれば、地元宝塚市に何か貢献できな
いか協議いたしました。そこで前回の三クラブ
合同例会でもご紹介させて頂きましたが、市民
への無料貸し出しを目的とした「大型テント」
を二張り、宝塚市社会福祉協議会に寄贈させて
いただきました。
　その話の一環として、合同例会で行っている
催し物をそれぞれの会員の卓話に変更すること
により、経費節減と共に他クラブの卓話を聞く
チャンスを作ろう！と言う事になりました。
　そこで本日は、私共の芝池会員によります
「三宝鉄道レールフェア～幸せの音楽につつま
れて」と題しました卓話を聞いていただきます。
　芝池さんは、全国に1000万人以上いると言われ
る「鉄道ファン」、俗にいうところの「鉄っちゃ
ん」の一人です。鉄道ファンにもいろんな種類の
ファンがいらっしゃいます。
・乗り鉄　・撮り鉄　・音鉄　・時刻表鉄
・駅弁鉄　・蒐集鉄　・車両鉄
等々多種にわたります。
　我が芝池会員は「鉄道模型」と言うジャンルの
マニアであり、いろんな所でレールフェアを開催
されています。
　本日は是非、鉄っちゃん熱弁をお聞きいただ
き、映像と共にお楽しみいただければ幸いです。

◆乾杯
宝塚中RC　　　　　
会長　大西　利哉

◆卓話
宝塚RC　　　　　　
芝池　　厳　会員

『三宝鉄道レールフェア～しあわせの音楽につ
つまれて』
　　１.　三宝鉄道とは
　　２.　鉄道模型と音楽　ワンクラス上のアー

　　　　ティストとのコラボ
　　３.　三宝鉄道模型写真コンテスト
　　４.　三宝鉄道の今後の展開
三宝鉄道
三宝鉄道は、『オフィス芝池いわお』が企画・
運営する大型鉄道模型イベントです。
　日本ではめずらしい、ドイツをはじめ海外の
大型鉄道模型（Gゲージ・1番ゲージ）による国
内最大級の運転イベントを春夏秋冬の季節ごと
に阪神間で開催しています。
　鉄道模型ファンでは全国的に知名度がありま
す。使用する車両はドイツから直接輸入したコ
レクション約350両。車両1両の長さは最大80セ
ンチあります。
　開催会場には京阪神各地から大勢の鉄道ファ
ンや家族連れの皆さんが来場されます。これま
でに各新聞やテレビ等のマスコミから多数紹介
されています。
　三宝鉄道は、規模・内容ともに国内トップク
ラスの鉄道イベントを目指して、成長発展を続
けております。

『三宝鉄道』他のロータリークラブでの卓話歴
　①　大阪うつぼロータリー　2011年9月
　②　西宮ロータリー　　　　2012年12月
　③　川西ロータリー　　　　2010年2月

◆閉会挨拶
宝塚武庫川RC　　　
会長　畑　　昌明

◆出席報告

プログラム」

メイキャップ出席免除者会員数 算　定 本　日 出席率

前々回
1月8日

本　日 28

28

2

2

26

26

10

25

38.46

96.15
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当クラブ主催（後援　宝塚市・宝塚市医師
会）の講演会が開催されました

　日　　程　平成24年1月18日㈯
　時　　間　14：00～17：00
　場　　所　宝塚商工会議所
　参加人数　105名

　「高齢社会について考える」というテーマ
で、大門医院副院長　大門美智子先生、今泉
クリニック院長　竹原満登里先生のお二人の
講演が行われ、盛会に終了致しました。
　受講者の方はやはり年配の方が多く関心の
強さが感じられました。

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

任天堂が迷走しています。「ゲーム機
を2～3万円、ソフトを数千円で販売す
る」という従来の事業モデルは完全に
崩れ、スマートフォンを使って「ゲー
ムをわずか1ドルか、あるいはFree to 
Play（基本プレイ無料）方式で提供す
る」方式が世界の潮流になっているの
です。この現実を任天堂は認めようと
しません。まさに泥沼です。
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