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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　　4月24日（木） 次週予告　　5月7日（水）
● ソング

● プログラム

「奉仕の理想」

宝塚3RC合同例会

● ソング

● プログラム

「君が代」「四つのテスト」
　　　　　　栗田　義博　会員
クラブ協議会
（地区研修協議会報告）
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会長　大西　利哉

　みなさま今晩、本日のお客様は、草野真理
さま、竹原美登里さま、大西奈津子さま、和
田紀代さまです。ごゆっくりおすごしくださ
い。
　本日は、記念すべき例会で、１０００回目

を迎えました。年間、45回例会をしたとし
て、21年目には、巡ってくる計算です。現在
おられるチャーターメンバーは私を含め１１
名です。あくまでも、一通過点です。さら
に、活気あるクラブを創っていきましょう。
　また本日、池田美江会員の入会式そして草
野会員の宝塚歌劇殿堂入りのお祝いも同時に
催すことができ、とてもうれしく思っていま
す。
　例会は、ロータリークラブの根幹です。再
度、改めて皆さんの心に再認識していただ
き、これからも宝塚中クラブをじっくり暖
め、ここで改めて結束を固め、ロータリーラ
イフを楽しみましょう。

◆池田　美江　会員入会式
　池田会員を迎え、当クラブの女性会員は9名
　となります。

会長の時間

プログラム

第1000回例会報告 4月16日（水）
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ENGAGE ROTARY CHANGE LIVES
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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

◆草野　旦　会員
　宝塚歌劇100人に選出（殿堂入り）に対し当
　クラブより記念品贈呈。謝辞を頂きました。

◯和田　紀代　様・竹原満登里　様・
　大西奈津子　様
　草野先生おめでとうございます。
○馬場　和代　君
　宝塚歌劇100周年の記念殿堂入り、草野先生
　おめでとうございます。
　池田美江様ご入会おめでとうございます。
　1000回記念例会にうれしい事ばかり重なり
　ました。奥様方ようこそおいで下さいまし
　た。ごゆっくり共に楽しんでくださいませ。
○大門美智子　君
　1000回例会、おめでとうございます。
　草野様、殿堂入り心よりお祝い申し上げます。
　池田様　ご入会おめでとうございます。ど
　うぞよろしくお願い致します。
○池田　美江　君
　1000回という記念すべき日に、この中ロー
　タリークラブに入会させていただき大変光
　栄でございます。
　わからないことだらけの私ですが　皆様ど
　うぞよろしくお願い致します。
○木本　玲子　君
　1000回記念例会お目でとうございます。
　草野会員宝塚歌劇殿堂入りお目でとうござ
　います。
　池田美江様ご入会有り難うございます。こ
　れから宜しくお願いします。
○小山　一子　君
　池田美江さんご入会おめでとうございます。
　仲良くやりましょう。
　草野先生殿堂入りまことにおめでとうござ
　います。益々のご活躍をお祈りいたします。
　ほほえみ会35周年へのお申し込みありがと
　うございます。ニコニコ！
○草野　　旦　君
　1000回例会おめでとうございます。

　今日は又、皆様が殿堂入りを祝っていただ
　き、私は本当に幸せ者です。心よりありが
　とうございます。
　池田様、ご入会おめでとうございます！
○前田　正明　君
　祝21周年・祝1000回例会・祝草野会員
　祝池田様、入会おめでとうございます。
○阪上　栄樹　君
　池田様御入会心より歓迎致します。1000回
　例会おめでとうございます。草野先生の殿
　堂入りを祝して！！
　ニコニコ
○竹原　善記　君
　池田さん御入会と草野会員の宝塚歌劇殿堂
　入りをお祝いして
○田辺朱希美　君
　草野先生おめでとうございます！心からお
　喜び申し上げます。池田様　御入会おめで
　とうございます。
　女性会員9名　スゴーイ！ロータリーライフ
　ｅｎｊｏｙ致しましょうネ！　ニコニコ

　   本日合計　　　　　　￥58,000円
　　本日までの累計　　　￥843,000円

（田村　久子　記）

◆本日のソング
「奉仕の理想」

槇野　　稔　会員

◆出席報告

◆クラブゲスト
草野　満理　様（草野会員御令室）
大西奈津子　様（大西会長御令室）
竹原満登里　様（竹原会員御令室）
和田　紀代　様

◆幹事報告
・次週は24日㈭宝塚3RC合同例会（ホスト宝塚 
　武庫川RC）です。23日㈬は振替え休会です。
・4／29㈫地区協議会です。出席者の皆様宜し
　くお願いします。
・4／19㈯三田南RC25周年記念例会です。参加
　予定者の方は宜しくお願いします。

◆スポット
◯大西会長杯日程の件、調整中（6/29に変更
　もあり）。

★リフレッシュエクササイズ　№254
2014年4月16日

小山　一子　会員
皆様　今晩は
★21期第9回、通算254回目の「にこにこエク
ササイズ」です。
　本日もよろしくお願い致します。
　殊の外美しかった今年の桜がおわり、葉桜
のころとなりました。思いがけず寒暖の差が
大きい時、「木の芽時」でもありますので、
順応性を高め回復力を高めるエクササイズを
行います。
１）大きく深呼吸2回
２）足を腰幅に開き、手首をぶらぶら致しま
　　す。（手首・足首・首）凝らしてはいけ
　　ない「三首」回したり縦・横にも振ります。
３）うんと上に上げて「キラキラ・キラキ
　　ラ」と言いながらキラキラします。
４）終わるとぱっ～と上にあげ、どさっと下
　　ろします。
５）深呼吸し、親指を中にして「クンバハ　
　　カ」して終わります。
★無理なく一日に何度でも行ってください。
　気分を明るくし、肩や腰の痛み取りにも最
　適です。
★次回をお楽しみに！　　　　　　　―完―

◆トピックス
4月19日㈯
　三田南ロータリークラブ創立25周年
　「ゆらぎと生命の働き『2千万ワット使うス
パコン、1ワットで働く脳』」というテーマで
柳田敏雄　大阪大学大学院生命機能研究科特
任教授より記念講演をして頂き、むずかしい
テーマをわかりやすく説明して頂き、貴重な
勉強になりました？
　柳田教授は理化学研究所生命システムセン
ター長、スーパーコンピュータ“京”による
創薬プロジェクトリーダー。ちなみに三田南
ロータリークラブ会長柳田様の御令弟様です。

　

▲池田会員入会式

▲チャーターメンバー

▲出席者一同



会長　大西　利哉

　みなさま今晩、本日のお客様は、草野真理
さま、竹原美登里さま、大西奈津子さま、和
田紀代さまです。ごゆっくりおすごしくださ
い。
　本日は、記念すべき例会で、１０００回目

を迎えました。年間、45回例会をしたとし
て、21年目には、巡ってくる計算です。現在
おられるチャーターメンバーは私を含め１１
名です。あくまでも、一通過点です。さら
に、活気あるクラブを創っていきましょう。
　また本日、池田美江会員の入会式そして草
野会員の宝塚歌劇殿堂入りのお祝いも同時に
催すことができ、とてもうれしく思っていま
す。
　例会は、ロータリークラブの根幹です。再
度、改めて皆さんの心に再認識していただ
き、これからも宝塚中クラブをじっくり暖
め、ここで改めて結束を固め、ロータリーラ
イフを楽しみましょう。

◆池田　美江　会員入会式
　池田会員を迎え、当クラブの女性会員は9名
　となります。

ニコニコ箱

2

◆草野　旦　会員
　宝塚歌劇100人に選出（殿堂入り）に対し当
　クラブより記念品贈呈。謝辞を頂きました。

◯和田　紀代　様・竹原満登里　様・
　大西奈津子　様
　草野先生おめでとうございます。
○馬場　和代　君
　宝塚歌劇100周年の記念殿堂入り、草野先生
　おめでとうございます。
　池田美江様ご入会おめでとうございます。
　1000回記念例会にうれしい事ばかり重なり
　ました。奥様方ようこそおいで下さいまし
　た。ごゆっくり共に楽しんでくださいませ。
○大門美智子　君
　1000回例会、おめでとうございます。
　草野様、殿堂入り心よりお祝い申し上げます。
　池田様　ご入会おめでとうございます。ど
　うぞよろしくお願い致します。
○池田　美江　君
　1000回という記念すべき日に、この中ロー
　タリークラブに入会させていただき大変光
　栄でございます。
　わからないことだらけの私ですが　皆様ど
　うぞよろしくお願い致します。
○木本　玲子　君
　1000回記念例会お目でとうございます。
　草野会員宝塚歌劇殿堂入りお目でとうござ
　います。
　池田美江様ご入会有り難うございます。こ
　れから宜しくお願いします。
○小山　一子　君
　池田美江さんご入会おめでとうございます。
　仲良くやりましょう。
　草野先生殿堂入りまことにおめでとうござ
　います。益々のご活躍をお祈りいたします。
　ほほえみ会35周年へのお申し込みありがと
　うございます。ニコニコ！
○草野　　旦　君
　1000回例会おめでとうございます。
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　　ラ」と言いながらキラキラします。
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◯和田　紀代　様・竹原満登里　様・
　大西奈津子　様
　草野先生おめでとうございます。
○馬場　和代　君
　宝塚歌劇100周年の記念殿堂入り、草野先生
　おめでとうございます。
　池田美江様ご入会おめでとうございます。
　1000回記念例会にうれしい事ばかり重なり
　ました。奥様方ようこそおいで下さいまし
　た。ごゆっくり共に楽しんでくださいませ。
○大門美智子　君
　1000回例会、おめでとうございます。
　草野様、殿堂入り心よりお祝い申し上げます。
　池田様　ご入会おめでとうございます。ど
　うぞよろしくお願い致します。
○池田　美江　君
　1000回という記念すべき日に、この中ロー
　タリークラブに入会させていただき大変光
　栄でございます。
　わからないことだらけの私ですが　皆様ど
　うぞよろしくお願い致します。
○木本　玲子　君
　1000回記念例会お目でとうございます。
　草野会員宝塚歌劇殿堂入りお目でとうござ
　います。
　池田美江様ご入会有り難うございます。こ
　れから宜しくお願いします。
○小山　一子　君
　池田美江さんご入会おめでとうございます。
　仲良くやりましょう。
　草野先生殿堂入りまことにおめでとうござ
　います。益々のご活躍をお祈りいたします。
　ほほえみ会35周年へのお申し込みありがと
　うございます。ニコニコ！
○草野　　旦　君
　1000回例会おめでとうございます。
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ひとくち

イオンや関電が格安スマートフォンを販
売します。通信回線は携帯電話会社から
借りる(MVNO)という形になります。無
線通信サービスの免許を持つのは、我が
国ではdocomo・au・softobankの3社が
主ですが、MVNO（Mobile Virtual 
Network Operator）を利用すると、免
許を受けた事業者の設備を利用すること
で、免許のない事業者も無線通信サービ
スを提供することが可能になるのです。
これからスマフォの維持費はどんどん下
がりますね。
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　祝池田様、入会おめでとうございます。
○阪上　栄樹　君
　池田様御入会心より歓迎致します。1000回
　例会おめでとうございます。草野先生の殿
　堂入りを祝して！！
　ニコニコ
○竹原　善記　君
　池田さん御入会と草野会員の宝塚歌劇殿堂
　入りをお祝いして
○田辺朱希美　君
　草野先生おめでとうございます！心からお
　喜び申し上げます。池田様　御入会おめで
　とうございます。
　女性会員9名　スゴーイ！ロータリーライフ
　ｅｎｊｏｙ致しましょうネ！　ニコニコ

　   本日合計　　　　　　￥58,000円
　　本日までの累計　　　￥843,000円

（田村　久子　記）

◆本日のソング
「奉仕の理想」

槇野　　稔　会員

◆出席報告

◆クラブゲスト
草野　満理　様（草野会員御令室）
大西奈津子　様（大西会長御令室）
竹原満登里　様（竹原会員御令室）
和田　紀代　様

◆幹事報告
・次週は24日㈭宝塚3RC合同例会（ホスト宝塚 
　武庫川RC）です。23日㈬は振替え休会です。
・4／29㈫地区協議会です。出席者の皆様宜し
　くお願いします。
・4／19㈯三田南RC25周年記念例会です。参加
　予定者の方は宜しくお願いします。

◆スポット
◯大西会長杯日程の件、調整中（6/29に変更
　もあり）。

★リフレッシュエクササイズ　№254
2014年4月16日

小山　一子　会員
皆様　今晩は
★21期第9回、通算254回目の「にこにこエク
ササイズ」です。
　本日もよろしくお願い致します。
　殊の外美しかった今年の桜がおわり、葉桜
のころとなりました。思いがけず寒暖の差が
大きい時、「木の芽時」でもありますので、
順応性を高め回復力を高めるエクササイズを
行います。
１）大きく深呼吸2回
２）足を腰幅に開き、手首をぶらぶら致しま
　　す。（手首・足首・首）凝らしてはいけ
　　ない「三首」回したり縦・横にも振ります。
３）うんと上に上げて「キラキラ・キラキ
　　ラ」と言いながらキラキラします。
４）終わるとぱっ～と上にあげ、どさっと下
　　ろします。
５）深呼吸し、親指を中にして「クンバハ　
　　カ」して終わります。
★無理なく一日に何度でも行ってください。
　気分を明るくし、肩や腰の痛み取りにも最
　適です。
★次回をお楽しみに！　　　　　　　―完―

◆トピックス
4月19日㈯
　三田南ロータリークラブ創立25周年
　「ゆらぎと生命の働き『2千万ワット使うス
パコン、1ワットで働く脳』」というテーマで
柳田敏雄　大阪大学大学院生命機能研究科特
任教授より記念講演をして頂き、むずかしい
テーマをわかりやすく説明して頂き、貴重な
勉強になりました？
　柳田教授は理化学研究所生命システムセン
ター長、スーパーコンピュータ“京”による
創薬プロジェクトリーダー。ちなみに三田南
ロータリークラブ会長柳田様の御令弟様です。
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▲女性会員一同


