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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　　5月28日（水） 次週予告　　6月4日（水）
● ソング

● プログラム

「我等日本のロータリアンの歌」
　　　　　　山本章太郎　会員

移動例会（蛍の夕べ）

● ソング

● プログラム

「Be A Rotarian」
　　　　　　槇野　　稔　会員

次期活動計画（次期役員）

1

会長　大西　利哉

　みなさん今晩は、本日のお客様は入会予定
の林田 充弘さまです。ごゆっくりお過ごしく
ださい。
　来週の例会は、阪上会員のお宅にて、移動
例会です。広いお庭の中にビオトープを作ら
れていまして、毎年蛍が舞うとのことをかね
てから、お聞きしていました。私の中では、5
月下旬はちょっと早いのではないかなと思っ
ていましたが、楽しみにしています。

蛍についての豆知識
　有名なホタルは、ゲンジボタル、ヘイケボ
タル、ヒメボタルかと思いますが、日本に
は、40種類ほどいるそうです。
　ゲンジボタルの名の由来は、諸説ありま
す。源氏物語の中の一節に「源氏蛍の光を借
りて玉鬘（たまかずら）の容姿を示す」とい
う文句から由来したとも言われています。昔
はヤマボタル、オオボタル、などと呼ばれて
いました。一方、ヘイケボタルは、ユウレイ
ボタル、ネンネボタルと呼ばれていました。
ゲンジボタルより小さく、ゲンジに対してヘ
イケと呼ばれたようです。
　今回観察してもらうのは、ヘイケボタルで
す。3月下旬～4月中旬の雨の日に水中から上
陸して土マユの中で蛹（さなぎ）になったあ
と、5月下旬～6月初旬にホタルが羽化して土
から這い出してきます。ゲンジボタルの幼虫
が里山の小川や山間部の渓流に棲むのに対し

て、ヘイケボタルの幼虫は、里山の流れのひ
じょうに穏やかな小川や水田、湿地等に生息
しており、山間部の渓流には生息していませ
ん。成虫になると餌は何も食べません。草の
葉についた夜露をわずかに飲むだけです。寿
命は1週間から2週間ほどです。ヘイケボタル
は日没後30分以上経過して周囲の明るさが1.5
ルクス前後まで暗くなると光り始め、その後
30分以上経ってからようやく飛翔発光を始め
ます。
　配偶行動時の発光パターンは複雑で雌雄間
で様々な発光パターンのやり取りを行ってい
ます。ヘイケボタルの雄は通常1秒間に1回く
らいの間隔で光りながら飛翔し、雌は稲や草
の葉の上で3秒間に1回くらいの間隔で光りま
す。雌は、雄が近くに舞い降りると、1秒間に
1.5回くらいの間隔で光るフラッシュ発光を行
ない、これを見た雄はさらに早く（1秒間に2
回くらいの間隔）で発光しながらジリジリと
雌の方に近寄り、交尾を行ないます。

◆卓話
大門美智子　会員

児童虐待と産婦人科医の役割

　児童虐待が毎日のように
報道されています。熊本
“こうのとり”報道では目
的と実際の対応の乖離が問
題として提起されていました。

会長の時間

プログラム

第1004回例会報告 5月21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

　今回、現場で取り組まれている大門先生
（産婦人科医）から、虐待の実態分析と防止
対応（行政・産婦人科医の取組み）について
お話し頂きました。
　実態：虐待相談の件数は右肩上がりに増加
　　　　（死亡者は約100人／年）
　　　　虐待の低年齢化（0歳児が半分、その
　　　　内9割は0日目に死亡）
　対応：相談所の設置・産婦人科医の関与
　　　　対策①里親制度・養子縁組の活用
　　　　　　②積極的な予防活動（教育・情
　　　　　　　報提供等）が重要
　　　　　　③困難を抱える保護者支援につ
　　　　　　　ながる広報活動

○川添　裕照　会員
　最近は日曜日が忙しくて、ロータリーの
おめでたい会を欠席しています。なるべく
出席するように努力しますので、今後共宜
しくお願い致します。
　林田さんようこそ。期待しております。
○田村　久子　会員
　会計になって初めて厳しい財政状況を知
りました。黒字にしたいと熱望しておりま
す。御協力お願いします。

　　   本日合計　　　　　　￥32,000円
　　　本日までの累計　　　￥930,000円

（田村　久子　記）

◆本日のソング
「われらの生業」

野木　久子　会員
◆出席報告

◆クラブゲスト
林田　充弘　様
　（古川会員の知己、入会予定者）

◆幹事報告
・6／15㈰親睦バス旅行　柏原のワイナリーで
　フレンチとワインを楽しみましょう。
　宜しくお願いします。

◆スポット
2014－2015年度会員増強セミナー出席報告
（次期会長・幹事＝小山会員・栗田会員）

小山会員：講師による講演終了後、ショート
スピーチ「私が見つけたロータリーの魅
力」と題し5名のスピーカーによるスピーチ
があり、とても興味深くきくことができま
した。女性のスピカーの一人が「素敵な男
性に出会うことが出来る会…」と言われ、
我がホームクラブの男性会員諸兄にもっと
もっと感謝しないと、と反省しました。
　　次期もセミナーや地区委員会等に出席さ
れた会員の皆様は、出席翌週の例会で必ず
報告（2～3分ぐらい）をお願い致しておき
ます。ご多用の中クラブを代表して出席下
さった御苦労を、皆で労いたいためでもあ
ります。
栗田会員：基調講演は　金杉　誠氏（日本第
二ゾーンロータリーコーディネーター）
“拡大増強と戦略計画”結論は「会員増強
はクラブ会員のやる気ひとつ」
　“私が見つけたロータリーの魅力”5人のショ
ートスピーチが興味深かったので紹介します。
①ニコニコが良かった。人に感謝出来る
場である。家でも実施している。
②ねばり強い複数の方の勧誘により入会。
親睦は例会では聞けない事が聞ける。
③魅力は例会。
④自ら希望して入会（友人づくり、自分
発見）。メリットは学ぶこと・知ること。
⑤魅力的なひとに出会える。仕事のやり
がいを他人から与えてもらえる。職業
意識を深められた。

◯馬場　和代　会員
 “みんなで考えよう「私の死生観Part2」自分
の死を創る”のタイトルで　柳田邦夫氏の
講演と対談が市民講座（西宮市）として開
催されます。皆様のご参加をお願いしま
す。有料です。

日時・場所：6月8日㈰　13：30～16：30
　於：仁川学園コルベ講堂

◯阪上　栄樹　会員
　次週は、初めてのペット同伴移動例会です。

★リフレッシュエクササイズ　No.255
2014年5月21日㈬
小山　一子　会員

★21期第10回、通算255回の「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。
　「目に青葉　山ほととぎす　初鰹」がぴっ
たり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）右手を左の肘のところに構えて「キラキ
　　ラ・キラキラ」と声を出しつつ段々上に
　　上げて行き、前に来ないように後ろの方
　　へ下げて行きます。
４）反対の手で行います。（簡単なのにとて
　　も良く効きます）
５）深呼吸し、親指を外にして「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、肩や腰の関節の痛み取り
　にも有効です。　　　　　　　　―完―
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から這い出してきます。ゲンジボタルの幼虫
が里山の小川や山間部の渓流に棲むのに対し

て、ヘイケボタルの幼虫は、里山の流れのひ
じょうに穏やかな小川や水田、湿地等に生息
しており、山間部の渓流には生息していませ
ん。成虫になると餌は何も食べません。草の
葉についた夜露をわずかに飲むだけです。寿
命は1週間から2週間ほどです。ヘイケボタル
は日没後30分以上経過して周囲の明るさが1.5
ルクス前後まで暗くなると光り始め、その後
30分以上経ってからようやく飛翔発光を始め
ます。
　配偶行動時の発光パターンは複雑で雌雄間
で様々な発光パターンのやり取りを行ってい
ます。ヘイケボタルの雄は通常1秒間に1回く
らいの間隔で光りながら飛翔し、雌は稲や草
の葉の上で3秒間に1回くらいの間隔で光りま
す。雌は、雄が近くに舞い降りると、1秒間に
1.5回くらいの間隔で光るフラッシュ発光を行
ない、これを見た雄はさらに早く（1秒間に2
回くらいの間隔）で発光しながらジリジリと
雌の方に近寄り、交尾を行ないます。

◆卓話
大門美智子　会員

児童虐待と産婦人科医の役割

　児童虐待が毎日のように
報道されています。熊本
“こうのとり”報道では目
的と実際の対応の乖離が問
題として提起されていました。

　今回、現場で取り組まれている大門先生
（産婦人科医）から、虐待の実態分析と防止
対応（行政・産婦人科医の取組み）について
お話し頂きました。
　実態：虐待相談の件数は右肩上がりに増加
　　　　（死亡者は約100人／年）
　　　　虐待の低年齢化（0歳児が半分、その
　　　　内9割は0日目に死亡）
　対応：相談所の設置・産婦人科医の関与
　　　　対策①里親制度・養子縁組の活用
　　　　　　②積極的な予防活動（教育・情
　　　　　　　報提供等）が重要
　　　　　　③困難を抱える保護者支援につ
　　　　　　　ながる広報活動
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ひとくち

またクールビズの季節がやってきました。
クールビズが浸透するにつれ、ネクタイ
業界が壊滅的な打撃を受けています。国
内のネクタイの生産量は2001年には約
1740万本あったが、05年の小泉純一郎政
権時にクールビズが始まると、11年には
生産量が01年の3分の1（約570万本）に
まで減少してしまいました。エコだから
すべて良いとは言えませんね。

○川添　裕照　会員
　最近は日曜日が忙しくて、ロータリーの
おめでたい会を欠席しています。なるべく
出席するように努力しますので、今後共宜
しくお願い致します。
　林田さんようこそ。期待しております。
○田村　久子　会員
　会計になって初めて厳しい財政状況を知
りました。黒字にしたいと熱望しておりま
す。御協力お願いします。

　　   本日合計　　　　　　￥32,000円
　　　本日までの累計　　　￥930,000円

（田村　久子　記）

◆本日のソング
「われらの生業」

野木　久子　会員
◆出席報告

◆クラブゲスト
林田　充弘　様
　（古川会員の知己、入会予定者）

◆幹事報告
・6／15㈰親睦バス旅行　柏原のワイナリーで
　フレンチとワインを楽しみましょう。
　宜しくお願いします。

◆スポット
2014－2015年度会員増強セミナー出席報告
（次期会長・幹事＝小山会員・栗田会員）

小山会員：講師による講演終了後、ショート
スピーチ「私が見つけたロータリーの魅
力」と題し5名のスピーカーによるスピーチ
があり、とても興味深くきくことができま
した。女性のスピカーの一人が「素敵な男
性に出会うことが出来る会…」と言われ、
我がホームクラブの男性会員諸兄にもっと
もっと感謝しないと、と反省しました。
　　次期もセミナーや地区委員会等に出席さ
れた会員の皆様は、出席翌週の例会で必ず
報告（2～3分ぐらい）をお願い致しておき
ます。ご多用の中クラブを代表して出席下
さった御苦労を、皆で労いたいためでもあ
ります。
栗田会員：基調講演は　金杉　誠氏（日本第
二ゾーンロータリーコーディネーター）
“拡大増強と戦略計画”結論は「会員増強
はクラブ会員のやる気ひとつ」
　“私が見つけたロータリーの魅力”5人のショ
ートスピーチが興味深かったので紹介します。
①ニコニコが良かった。人に感謝出来る
場である。家でも実施している。
②ねばり強い複数の方の勧誘により入会。
親睦は例会では聞けない事が聞ける。
③魅力は例会。
④自ら希望して入会（友人づくり、自分
発見）。メリットは学ぶこと・知ること。
⑤魅力的なひとに出会える。仕事のやり
がいを他人から与えてもらえる。職業
意識を深められた。

◯馬場　和代　会員
 “みんなで考えよう「私の死生観Part2」自分
の死を創る”のタイトルで　柳田邦夫氏の
講演と対談が市民講座（西宮市）として開
催されます。皆様のご参加をお願いしま
す。有料です。

日時・場所：6月8日㈰　13：30～16：30
　於：仁川学園コルベ講堂

◯阪上　栄樹　会員
　次週は、初めてのペット同伴移動例会です。

★リフレッシュエクササイズ　No.255
2014年5月21日㈬
小山　一子　会員

★21期第10回、通算255回の「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。
　「目に青葉　山ほととぎす　初鰹」がぴっ
たり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）右手を左の肘のところに構えて「キラキ
　　ラ・キラキラ」と声を出しつつ段々上に
　　上げて行き、前に来ないように後ろの方
　　へ下げて行きます。
４）反対の手で行います。（簡単なのにとて
　　も良く効きます）
５）深呼吸し、親指を外にして「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、肩や腰の関節の痛み取り
　にも有効です。　　　　　　　　―完―
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