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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　　3月12日（水） 次週予告　　3月19日（水）
● ソング

● プログラム

「四つのテスト」
　　　　　　槇野　　稔　会員
「卓　話」
　　　　　　田中　哲三　会員

● ソング

● プログラム

「それでこそロータリー」
　　　　　　栗田　義博　会員
「卓　話」
　　　　　　谷口　敏彦　会員
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会長　大西　利哉

　みなさん今晩は、本日のお客様は　池田美
江さんです。ごゆっくり、お過ごしくださ
い。ご入会を大歓迎します。
　今月は、識字率向上月間でありますが、5大
奉仕の中で社会奉仕月間がありませんので、
社会奉仕プログラムを今月に計画しました。
　社会奉仕はCommunity Serviceの邦訳です。 
Community Serviceという言葉は、1927年にベ
ルギーのオステンドで開催された国際大会で 
Aims and Objects Planが採用されて、ロータ
リーの奉仕活動が四大奉仕に分化された時に
生まれました。その際にCommunityの範囲が
市民生活を営む場と規定されたことから、現
在と同様な狭義なCommunity、すなわち地域
社会と解釈されるようになったものと思われ
ます。  
 それでは四大奉仕に分化する以前はどうだっ
たのでしょうか。「ロータリー通解」では、
Communityを会員の属する家庭、町、州、
国、社会全体と定義しています。決議23－34
も四大奉仕に分化する以前に制定された内容
ですから、当初はその活動の場をロータリー
の綱領に基づくすべての活動と拡大解釈して
いました。－中略－
　ほとんどのロータリアンは、社会奉仕とは
地域社会の人たちに対する奉仕活動、世界社
会奉仕とは他国の人たちに対する奉仕活動だ
と解釈していますが、それは正しい解釈なの
でしょうか。ボーダーレス社会の到来と共

に、Communityの定義が大きく変わりつつあ
ります。－中略－
　今後の社会奉仕はCommunityの範囲を地球
全体に広げて、従来の世界社会奉仕を含んだ
ものになっていかなければなりません。決議
23-34では、すでに他の組織によって行われて
いる奉仕活動を、ロータリークラブが重複し
て行うことを禁じています。日本では身体障
害児対策、高齢者対策などほとんどの分野で
行政や専門団体が活動しており、その隙間を
探して、ロータリーが入り込むにはかなり苦
労しなければなりません。そのせいもあって
か、ほとんどのクラブの社 会奉仕活動報告を
みると、「・・・に協力」「・・・に援助」
と、1万円か2万円の寄付金でお茶を濁してい
る例が多いようです。ロータリークラブは他
の組織に寄付をする組織ではないことは言う
までもありません。地元の地域社会での奉仕
活動の実践を目指すのならば、ぜひその現場
を訪ずれて地域社会のニーズを探り、行政や
専門団体が見過ごしている分野の奉仕活動を
見つけてください。

源流の会　炉談話「社会奉仕と
世界社会奉仕」より抜粋

耳の痛い話です。

「社会奉仕委員会」
委員長　馬場　和代

　今年1月18日に竹原美登里先生、大門美智子
先生のご厚意により実施できました。「高齢

会長の時間 化社会について考える」の講演は、沢山の方
が来て下さり熱心に聴講して下さって大盛況
の内に終える事が出来本当によかったです。
会長、幹事、会員の皆様が心を一つにして動
いていただいたお蔭だと感謝致します。
宝塚市の冊子に載せてもらえた。宝塚市・宝
塚医師会の後援もいただいた。市役所の広報
課から、講演ポスターを要所要所に貼っても
らえた。会員の皆様が広告、お声掛けして友
人・知人誘って下さった。
今期の長期計画委員会・社会奉仕員会・公共
イメージ委員会の大きな活動になりました。

○蓮尾　春輝　君
　　本当に寒い日が続きますね。
　　先日は、有志の方々で、山の上までおい
　でいただき、「ウニ鍋の会」にきていただ
　いて、ありがとうございます。お味は如何
　でしたでしょうか
○中村　敏治　君
　　蓮尾先生、ウニ鍋、お世話になりました。
　　なかなか、美味しかったです。
　　田中さん、家まで送っていただき有難う
　ございます。奥様によろしく。
○谷口　敏彦　会員
　　女性会員の皆様そして神谷さん大久保さ
　ん、毎年心のこもったチョコレート有難う
　ございます。

プログラム

第994回例会報告 3月5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
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化社会について考える」の講演は、沢山の方
が来て下さり熱心に聴講して下さって大盛況
の内に終える事が出来本当によかったです。
会長、幹事、会員の皆様が心を一つにして動
いていただいたお蔭だと感謝致します。
宝塚市の冊子に載せてもらえた。宝塚市・宝
塚医師会の後援もいただいた。市役所の広報
課から、講演ポスターを要所要所に貼っても
らえた。会員の皆様が広告、お声掛けして友
人・知人誘って下さった。
今期の長期計画委員会・社会奉仕員会・公共
イメージ委員会の大きな活動になりました。
　「ロータリーの友」誌等で社会奉仕活動の
事例を見ますと、各RCで色んな事が実施され
ています。河川や道路脇の清掃、公園や山野
の植林、街の花壇づくり、モニュメント製作
寄贈、各種スポーツ大会、弁論大会、チャリ
ティコンサート、チャリティバザー、自然と
歴史を愛する親子ウォーキング大会、地域発
展の歴史学習、各種相談会（法律・医療・生
活諸々）、有名講師講演会等々
　長期計画委員会、公共イメージ委員会とも
連携した社会奉仕活動の計画案をクラブで考
えたいと思います。何かいい案がありました
ら、会長幹事委員会の方へ教えていただきた
いので御協力、何卒よろしくお願いいたします。
　昨年4月の地区協議会の分科会では、永田哲
也リーダーが「社会奉仕に関する声明」を
長々と読まれました。要約して報告しますと
・社会奉仕は、ロータリアン一人一人が「超
　我の奉仕」を実証する機会である。
・知己に住む人々の生活の質を高め公共のた
　めに奉仕することは、すべてのロータリア
　ン個人にとっても、又RCにとっても献身に 
　値することであり社会責任でもある。
・社会奉仕のプロジェクトは
　　＊地域社会と関連していること
　　＊ロータリアンにとって学びの機会とな
　　　ること
　　＊地域社会におけるRC役割を見出すこと
　　＊地域社会のニーズ応えるイベントであ
　　　り自治体ともタイアップしてしっかり
　　　広報を徹底して、地域社会にも参加を

　　　求めることが大切

2014－14年度　ガバナー諮問事項7項目について
◯LD児童の為の講演会
第一回目　1998年11月14日に神戸中RC・宝
塚武庫川RC主催で開催され、地区社会奉仕
委員会
16回、その間毎年数回それぞれのRC主催も
開催されています。2013年1月に開催された
地区発達障害講演会で竹田契一先生と井上
智氏対談は参加者に強い感銘を与え、NHK
ニュースウォッチ９でも取り上げられたと
のこと、その映像が紹介されました。世の
中の関心がますます高くなっています。発
達障害の特別支援教育の大切さ、どのよう
に接して行けばいいのか…これから勉強し
ていきたいです。各クラブに配布してある
発達障害の基礎理解のDVDを皆様で是非ご
覧くださいとのことでした。ご希望の方は
委員会の方へ申出て下さい。
◯プロバスクラブの支援
プロバスとは、1960年代イギリスで誕生し
たRC提唱、支援の高齢者のクラブです。高
齢者の文化教養を高め、クラブ内の交友を
通じて生き甲斐を見出し、快適な誇り高い
人生を過ごしてもらうクラブです。月一回
約二時間の定例会をもつ。全世界に現在約
4600クラブがあり、日本には108クラブ、当
地区には24クラブがある。一覧表を見てみ
ると会員数は8名～38名平均21.7名で宝塚中
プロバスクラブはその中で最下位が気にな
ります。産めば育てること、支援をしっか
り行って下さいと言われました。スポンサ
ークラブは年数回交流会をもつこと、元プ
ロフェッショナルかビジネス人で活力ある
人の増員を、当クラブの皆が考えて支援し
たいと思います。皆様よろしくお願いしま
す。

○馬場　和代　君
　草野先生、足よくなられて良かったで
す。無理をなさらずごゆっくりご活躍下さい
ませ。
　茶寮“華”さん（池田美江さん）1月18日
はお世話になりました。今日はごゆっくり
くつろいで下さいネ。
　ご入会していただく予定です。
　今日は私社会奉仕委員会の卓話です。皆
様よろしくお願いします。ニコニコ。
○小山　一子　君
　スポットでお願いいたしました通り、健

ニコニコ箱
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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
2月19日

本　日 28

28

1

2

27

26

24

23 1 

88.89

92.31

幸創り「ほほえみ会」35周年を迎えまし
た。5月11日㈰この会場におきまして記念祝
賀の会を開催いたします。万障お繰り合わ
せの上ご出席下さいますようお願いいたし
ます。にこにこ！
○草野　　旦　君
　足を悪くして、しばらく休ませていただ
きました。皆様にご心配をおかけして申し
訳ございませんでした。
　3月から又、復帰したいと願っておりま
す。どうかよろしくお願いします。
○野木　久子　君
春隣　今日も冷たい雨がふりだしました。
本当の春を待ちます。桜の開花、気象予報
士の南さんが、昨年同様の意気込みで、3月
25日と発表
その日の近いことを念じています。
○阪上　栄樹　君
　池田様ようこそお越し下さいました。会
員一同入会をお待ちしております。
　お誕生日祝いありがとうございました。
○田辺　朱希美　君
　3月に入り、梅が咲き心は春！
　草野先生のお顔が見れて嬉しいです！
　池田様ようこそお越し頂き有難うござい
ます。大歓迎です！宜しくニコニコ
○山本　章太郎　君
　ごぶさたしております。どうかお忘れな
く。ニコニコ

　　本日合計　　　　　　　　30,000円
本日までの累計　　　　640,000円

　　　　　　　　　　（田村　久子　記）

◆本日のソング
「君が代」「奉仕の理想」

川添　裕昭　会員

◆出席報告

◆クラブゲスト
池田　美江　様（馬場会員の知人）

◆幹事報告
・4月19日㈯三田南RC創立25周年記念例会です。

・2014－2015年度　2680地区社会奉仕委員会
　プロバス小委員会委員委嘱　田中哲三会員
・須賀川南RCより名物柏屋の“せいろ薄皮”
　饅頭が届き、美味しくいただきました。

◆スポット
健幸創り「ほほえみ会」35周年記念祝賀会の案内

小山一子会員

　皆様、地区大会お疲れ様でした。あの感動を
忘れずに、今後もロータリークラブの活動を続
けて行きたく存じております。
　さて、私事のお願いでございます。超高齢化
社会の心と身体の健康と幸福創りの会「ほほえ
み会」お蔭さまで35周年を迎えました。
＊２０１４年　５月１１日（日）１１時より
＊会場は、例会場のここ“すみれの間”に於い
て開催致します。
　公私ともども御多用のところ誠に恐縮でござ
いますが、万障を繰り合わせの上ご出席賜りま
すようお願い申し上げます。ご案内状は、追っ
てお届けいたしますので、よろしくお願い致し
ております。

「理事・役員会議事録」
日　程　平成26年3月5日(水)
時　間　20時00分～
場　所　宝塚ホテル
出席者　大西・前田・木本・田村・小山
　　　　田辺・阪上・栗田・中村・蓮尾
　　　　草野
内　容
○宝塚3クラブ合同例会は年1回
○宝塚武庫川ＲＣ35周年は全員登録
○4月、21周年・1000回記念例会・草野会員殿
　堂入り祝賀会・およびプロバスクラブ合同
　例会について協議
○次回例会より家族会員の例会費用は3000円
　とする

▲3月の会員、奥様・ご主人様誕生日・結婚記念日を
　お祝いしました
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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

理化学研究所の小保方晴子さん（30）ら
が発表した、体の細胞を弱酸性の液体に
浸すなどしたところ、ＳＴＡＰ細胞がで
きたとする２本の論文は、1月30日付の
英科学誌「ネイチャー」に掲載され大絶
賛をうけました。ところが画像に修整や
使い回しなどの疑いがあることがわかり
議論を呼んでいました。3月10日にはと
うとう共著者の一人が論文の撤回を提案
しました。STAP細胞は幻だったので
しょうか。


