2018-19 年度

尼崎中ロータリークラブ
ＴＨＥ

ＲＯＴＡＲＹ

ＣＬＵＢ

ＯＦ

ＡＭＡＧＡＳＡＫＩ

ＮＡＫＡ

― 四つのテスト ―

会 長 方 針
「親睦も 奉仕も

言行はこれに照らしてから

20 周年に向けて」

１． 真実かどうか
２． みんなに公平か
３． 好意と友情を深めるか
４．みんなのためになるかどうか

例会場：都ホテルニューアルカイック 2 階
例会日：毎週水曜日
例会時間：18：30～19：30
事務局：尼崎市昭和通 2-7-1 ﾆｭｰｱﾙｶｲｯｸﾋﾞﾙ 9Ｆ
TEL 06-6487-0125
FAX 06-6487-0091

http://www.an-rc.com
E-mail：amagasakinaka@poppy.ocn.ne.jp
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ソング しゃぼん玉
クラブアッセンブリー

ガバナー補佐訪問
クラブアッセンブリー
会員増強委員会
7 月 25 日
大槻委員長
7 月 18 日

8月1日

前会長幹事慰労会・新会長幹
事激励会（ﾋﾞｱｶﾞｰﾃﾞﾝ）

8月8日

ガバナー公式訪問

－平成 30 年 7 月 4 日(水) 第一例会報告－
＜ソング＞

君が代 奉仕の理想

＜ゲスト＞

ガバナー補佐 福田 勝 氏（尼崎南 RC）
金 相勲 氏（米山奨学生）

＜出席率報告＞

会 員 数

出 席 数

24 名（免 2）

20 名

欠席者：近藤、大槻、山本、各会員
前々回補正：池澤、備、各会員

＜認証状の引継ぎ＞

＜入会式＞
上月 環 会員 入会おめでとうございます。

＜米山奨学金授与＞
金 相勲 氏

出 席 率
86.96％

前回補填率
77.27％

＜会長の時間＞
親睦も 奉仕も ２０周年に向けて
国際ロータリー（RI）バリー・ラシン会長は、２０１８－１９年度テーマとして「BE THE INSPIRATION
（インスピレーションになろう）
」を発表し、「何か大きなことに挑戦しようというインスピレーション
を、クラブやほかのロータリアンに与えてください。自分よりも長く、後世にも生き続けるものを生み
出すために、行動を起こす意欲を引き出していただきたいのです。」とスピーチされました。
「インスピレーション」とは、感動・感激・素晴らしい思いつき・ひらめき・激励（鼓舞・感化・刺
激）する人(物)という辞書的な意味がありますが、バリー・ラシン会長がいうところの「インスピレー
ション」とは、国際ロータリー第２６８０地区矢野宗司ガバナーの解釈によりますと、
「前進への刺激と
なる活力」という意味で、
「BE THE INSPIRATION（インスピレーションになろう）
」は、
「前進への活力と
なるロータリアンになろう」、
「世界や地域社会の前進への活力となるクラブになろう」ということだそ
うです。
２０２０年６月に尼崎中ロータリークラブは創立２０周年を迎え、２０１８
―１９年度は、２０歳という成人になる１年前に当たります。一人前のロータリークラブ・ロータリア
ンになるべく、今一度、ロータリーの基本に戻って２０周年を迎える年度といたします。そこで「親睦
も 奉仕も ２０周年に向けて」を会長方針として、以下のことを重点的に運営していく所存です。
（クラブ運営方針）
１．親睦
①例会は親睦の中心であり、楽しく活力に満ちたものとします。
②移動例会を開催し、会員相互の親睦を図ります。
③全員で会員拡大を目指し、候補者・新入会員と密接にかかわります。
２．奉仕
①ロータリーの活動を再確認するために、セミナーの参加やその発表の
機会を促すとともに、My Rotary を積極的に活用します。
②地域のニーズにマッチした社会奉仕活動を積極的に展開します。
③グローバル補助金事業を調査研究し、提唱クラブや協同クラブとして
国際奉仕事業にかかわっていきます。
３．２０周年に向けて
①２０２０年準備委員会を立ち上げ、尼崎中ロータリークラブらしい
２０２０年を計画・準備をします。
②創立２０周年実行委員会を立ち上げ、会長エレクトや２０周年実行委員長を中心に計画・準備を
します。
③２０１９-２０年度 IM 実行委員会を立ち上げ、ガバナー補佐や IM 実行委員長を中心に計画・準
備をします。
各委員会の活動は、基本的に各委員長や委員の方々の自由闊達な発想におまかせしますが、次のよう
な希望を持っています。
【SAA】楽しく活力に満ちた例会となるようにしてください。
【クラブ奉仕委員会】管理運営、公共イメージ、会員増強、親睦活動の各委
員長の良きアドバイザーとなってください。
【管理運営委員会】楽しく活力に満ちた例会プログラムを臨機応変に企画してください。
【公共イメージ委員会】奉仕事業やクラブ親睦活動を積極的に広報してください。
【会員増強委員会】会員増強は全員で行いますので、候補者や新入会員のサポートをお願いします。
【親睦活動委員会】移動例会や会員の親睦に資する活動を企画してください。
【奉仕プロジェクト委員会】職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕、青少年奉仕、ロータリー財団、米山奨
学の各委員長の良きアドバイザーとなってください。
【職業奉仕委員会】職業奉仕の基本を再度会員全員に教えてあげてください。
【社会奉仕委員会】継続事業、地区補助金事業の実施に中心的な役割を担ってください。
【国際奉仕委員会】グローバル補助金事業を調査研究し、提唱クラブや協同クラブを目指してくださ
い。友好クラブへ２０周年式典の招待をしてください。

【ロータリー財団委員会】ロータリー財団の情報にアンテナをはってください。
【米山奨学委員会】米山奨学生をサポートしてください。
【青少年委員会】ロータリーの青少年プログラムに参加可能なものがないか検討ください。
また、国際ロータリー第２６８０地区が主催するセミナーや会議には、会長である私はもちろん
のこと、各委員会からお一人必ずご参加をお願いしますとともに、ロータリーデーHYOGO フェスタ（２
０１８年１１月３、４日）
、ロータリー研修デー（２０１８年１２月２日）、地区大会（２０１９年
３月２３、２４日）にはできるだけ多くの皆様がご参加いただけますようお願い申し上げます。
２０１８-１９年度には、各会員に、尼崎中ロータリークラブ全体に、第２６８０地区に、そして、
尼崎や世界にたくさんのインスピレーションをもたらして２０２０年６月、２０周年を迎えたいと
思います。
「親睦も 奉仕も ２０周年に向けて」を会長方針としてこれから１年間活動していきたいと思
いますので皆様のご協力とご参加を切にお願い申し上げたいと思います。

＜ガバナー補佐 挨拶＞
福田 勝 ガバナー補佐

＜本年度理事・役員の紹介＞
役員・理事
会長

※佐茂 省治

副会長

※平井 裕子

幹事

※秋山 忠雄

副幹事

二神 敏行

ＳＡＡ

※池田 博英

副ＳＡＡ

佐藤

会計

※畑田 吉敏

副会計

二神 敏行

会長エレクト

※平井 裕子

直前会長（会計監査） ※大附 一彦

理事

佐茂 省治

平井 裕子

大附 一彦

秋山 忠雄

畑田 吉敏

垣添 誠雄

神谷 誠治

池澤 一雄

肇

池田 博英

＜前会長幹事へ記念品の贈呈＞
前会長 大附会員
前幹事 畑田会員

＜幹事報告＞
○いながわこどもの家 機関誌
○川西猪名川 RC 2018 年 7 月 31 日（火）→7 月 27 日（金）12：30～（合同例会の為）
2018 年 7 月 17 日→休会

＜委員会報告＞
〇上月会員 歓迎会 出欠確認
日時：2018 年 7 月 25 日（水）19：30～
場所：都ホテルニューアルカイック 22 階

＜ＳＡＡ＞
～ ニコニコ BOX ～
・ご挨拶 ····························································· ガバナー補佐 福田氏
・佐茂会長、秋山幹事、宜しくお願い致します。 ········································· 神谷
・福田ガバナー補佐様、ようこそお越し頂きました。佐茂会長、秋山幹事様、1 年間お世話になります。よ
ろしくお願い致します。 ······························································· 勝本
・福田ガバナー補佐様、本日はよろしくご指導くださいますようお願いします。 ············· 室津
・佐茂会長、一年間宜しくお願いします。 ··············································· 大附
・佐茂会長、一年間宜しくお願いします。副 SAA として一年間頑張ります。 ················· 佐藤
・上月様、入会おめでとうございます。よろしくお願いします。 ······························································· 室津
～ 親睦 BOX ～
・福田ガバナー補佐様、本日はご足労いただき、有難うございます。一年間宜しくお願いします。佐茂
・福田ガバナー補佐、ようこそお越し頂きました。 ······································· 秋山
・佐茂会長、1 年間お世話になります。お手伝いできることあれば言ってください。 ·········· 綾野
・福田ガバナー補佐、ようこそお越し頂きました。上月様、ようこそ 宜しくお願いします。 · 二神
・福田ガバナー補佐、ようこそ。上月さん、ご入会おめでとうございます。佐茂会長、秋山幹事、これから
1 年間、宜しくお願いします。 ························································· 畑田
・佐茂会長、秋山幹事、今年一年よろしくお願いいたします。 ····························· 池澤
・1.福田ガバナー補佐様、本日はありがとうございます。よろしくお願いします。1.上月様、入会おめでと
うございます。 ······································································· 石井
・長女が夜行バスに財布を置き忘れ、色々と処理に追われました。 ························· 池田
・1 日役員の皆様、ご苦労様でした。新役員の皆様、宜しくお願い致します。 ················ 垣添
・尼崎中 RC、19 代会長 佐茂氏＆幹事の秋山氏、一年間当クラブの舵取りをよろしく！新会員の上月さん、
今後よろしくお願い致します。 ························································· 田中
・ガバナー補佐の福田勝様、ようこそお越し下さいました。ありがとうございます。 ········· 大山
・福田ガバナー補佐様、ようこそお越し頂きました。金様、ようこそお越しいただきました。 ··· 谷

ニコニコ BOX 小計 16,000 円 親睦 BOX 小計 12,000 円

合計 28,000 円

