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本日の例会　　7月23日（水） 次週予告　　7月30日（水）
● ソング

● プログラム

「四つのテスト」
　　　　　　大門美智子　会員

米山奨学生セミナー報告

● ソング

● プログラム

「我等日本のロータリアンの歌」
　　　　　　池田　美江　会員
「卓　話」　
　　　　　　細川　洋一　会員
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表敬訪問ご挨拶
　　篠山RC　　　　　　

会長　山内　利樹
幹事　井上　高文

　お邪魔します。篠山RCの53代目の会長を務
めます山内と幹事の井上でございます。今年1
年よろしくお願い申し上げます。
　本日は昼間の私どもの例会に小山会長・前
田副幹事様に遠路お越しいただきましてあり
がとうございました。
 今年の第三グループの会長・幹事の間では小
山会長のことを「お母さん」や「お姉さん」
の愛称で呼んで、親しくさせていただいてお
ります。小山会長のおかげで今年の阪神第3グ
ループ内の結束力は非常に強いと思います。
　私これで当クラブに訪問させていただくの
は2度目、阪上会長、田辺幹事の時でしたが4
年たっていますが、いつお邪魔しても堅苦し
さがなく、ごくごく自然で素晴らしいです。
篠山クラブもいろいろと見習っていきたいと
思います。「一人一人が輝き、クラブと地域
に光をあてよう」
　今年篠山クラブも、会員数が44名からのス
タートとなり、最重要課題に会員増強を掲げ
ています。小山会長他皆様には、色々とご指
導を賜りたいと考えております。よろしくお
願い申し上げます。

会長｠小山　一子
　皆様今晩は
　本日のお客様、篠山RC会長「山内利樹」
様、幹事「井上高文」様　ようこそ。本日の
篠山RCの例会には、前田副幹事とお邪魔致し
ました。その節には大変お世話になりありが
とうございました。
　早速に今夜は懐かしい故郷の地より、遠路
のお出ましありがとうございます。篠山RCは
メンバー45名とお聞きしました。山内会長様
は第53代目、さすがと歴史を感じさせる素晴
らしい例会でございました。すぐに真似は出
来かねますが、学ばせて頂くところ多々ござ
いました。
　どうぞ、ごゆるりとお過ごし下さいませ

本日の「ちょっとお耳を！」
　先日あるお寺の門前の言葉が目に入り、早
速書き留めて参りました。
「そしる人の声は　荒々しく　トゲがあり
　　褒める人の声は　まろやかで　
　　　　優しい　オーラに包まれている」

　Ｅ（笑顔）で　Ｈ（拍手）・Ａ（握手）で
お聞きし、終わりの点鐘後も、握手で次週の
再会を約束し、お開きと致しましょう。

　本日もよろしくお願い致します。
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TAKARAZUKA NAKA ROTARY CLUB
　　WEEKLY BULLETIN

●創　立　平成5年4月10日　
●例　会　毎週水曜日（19：00～20：00）　●例会場　宝塚ホテル
●事務所　〒665-0004 宝塚市梅野町1-46（宝塚ホテル405号室）
●電　話　0797-87-1151 直通83-1110 FAX83-1110
●会長　小山一子　●幹事　栗田義博　●会報委員長　山本章太郎

LIGHT UP ROTARY
R.I.会長テーマ
　“ロータリーに輝きを”
　　　　　　　会長 ゲイリーC.K.ホァン

第2680地区 宝塚中ロータリークラブ
各委員会の今年度活動計画発表

◯長期計画委員会　　　槇野　　稔　委員長
　「『こんな事がやりたい』を申し出て下さい」
◯例会運営委員会　　　田中　哲三　委員長
　「有意義で楽しい例会を目指します」
◯親睦活動及び家族委員会
　　　　　　　　　　　竹原　善記　委員長
　□親睦がクラブ運営の栄養剤である事を会
　　全員が認識しましょう
　□会員みんながNKS（飲んで・食って・ス
　　マイル）の気持ちで主体性をもって親睦
　　に努めましょう
　□親睦委員は委員であることをしっかり自
　　覚しましょう
　□親睦委員は例会15分前には例会場に集ま
　　りましょう
　□親睦委員は必ず1名以上例会受付にてロー
　　タリアンをお迎えしましょう
　□親睦委員は「親睦の襷」を掛けて例会が
　　始まるまでテーブルを回りましょう　
　□親睦委員は勿論のこと各会員も親睦行事
　　に積極的に参加しましょう
　□My誕生日にお祝いの品（池田会員のご協
　　力）プレゼントを実施します
　□同好会の活動もします
　　1）ゴルフ同好会　会長杯1回／年　　
　　2）グルメ同好会　2～3回／年　大西グル
　　　メ同好会会長
　□今期は1年を通して楽しいクラブライフを
　　目指します
◯会報ウェブサイト委員会
　　　　　　　　　　　山本章太郎　委員長
　「ホームページを見てください。解りやす
く楽しいホムページを作成します｣
◯会員研修委員会　　　竹原　善記　委員長
　「例会終了後にロータリー（情報）の勉強
会を月一回程度行います」
◯職業奉仕委員会　　　中村　敏治　委員長
　「各会員の専門分野を生かした社会貢献を
考える。例えば補聴器支援システムの普及、
広報活動等」

◯社会奉仕委員会　　　馬場　和代　委員長
　「昨年行った様な、講演会を実施したい」
◯青少年奉仕委員長　　野木　久子　委員長
　「古川会員の実施するイベントに協力した
い。RAILなどの勉強をして活動に活かしたい」
◯国際奉仕委員長　　　細川　洋一　委員長
　「当クラブでは例年のように寄付という形
で協力していく予定。将来は海外での知見を
広げて奉仕活動を行いたい」

○山内　利樹　様（篠山RC）
　今年一年、よろしくお願いします。
◯小山　一子　君
　篠山RC会長「山内利樹様」幹事「井上高
文様」ようこそ。本日貴クラブ訪問大変お
世話になりありがとうございました。どう
ぞごゆっくりとお過ごしくださいませ。
◯草野　　旦　君
　　いよいよ夏って感じです。皆様、ご自愛
　の程･････。

　　   7月9日合計　　　　　￥43,000円
　　   本日合計　　　　　　￥15,000円
　　　本日までの累計　　　￥149,000円

　　　（山本章太郎　記）

◆本日のソング
「それでこそロータリー」

馬場　和代　会員

◆出席報告

◆クラブゲスト
　山内　利樹　様（篠山RC会長）
　井上　高文　様（篠山RC幹事）

◆幹事報告
・「会長・幹事　他クラブ訪問」について
・職業奉仕セミナー
　伊丹　8/2㈯ 12：30～　中村会員　草野会員
・青少年奉仕セミナー
　神戸学院大（ポートアイランドキャンパス）
　8／3㈰1：30～　野木会員

◆スポット
★リフレッシュエクササイズ　№257

2014年7月16日
小山　一子

皆様　今晩は
★22期第1回、通算257回目の「リフレッシュ
エクササイズ」です。　
　今期もよろしくお願い致します。（会長が
エクササイズ、を行うのはホームクラブ発会
以来初めて、国内でも珍しいのではないでし
ょうか）
　今年の梅雨は、最初は「少雨」と思ってい
ましたが、その後は一転、思いがけず大型台
風が来て大雨になったりと不順になっていま
す。気分爽快になるエクササイズを行います。
「笑顔で元気に」
１）足を腰幅に開き、大きく深呼吸2回
２）そのまま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）足は腰巾に開いたままで両掌できるだ　
　　け開いて顔の横に、「愛・愛・愛・愛」
　　＝目線は上に「あ～」と大きく口を開　
　　け、思いっきり顎を下げ「い～」の時は
　　親指を外にして「握りしめ」ます。
　　「あ～い～」「あ～い～」「あ～い～」
　　と、ゆっくり顎を下げます（口は下顎し
　　か動かすことは出来ません）
４）「笑顔と愛は善の波動」と言われていま
　　す。笑顔の表情筋は「前頭葉」と「海　
　　馬」を刺激し、若さを保ち認知症予防に
　　最適です。善の波動は、地球・宇宙を平
　　和にし、勿論うっとうしい梅雨を爽やか
　　に乗り切れます。年間を通じて継続なさ
　　って下さいませ。
５）深呼吸2回行い、親指を外にし、しっかり
　　「クンバハカ」して終わります。
★無理なく、気が付いた時に一日に何度でも
行ってください。気分を明るくし、人様にも
喜ばれます。
　次回をお楽しみに！

―完―

会長の時間ごあいさつ
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篠山RCの例会には、前田副幹事とお邪魔致し
ました。その節には大変お世話になりありが
とうございました。
　早速に今夜は懐かしい故郷の地より、遠路
のお出ましありがとうございます。篠山RCは
メンバー45名とお聞きしました。山内会長様
は第53代目、さすがと歴史を感じさせる素晴
らしい例会でございました。すぐに真似は出
来かねますが、学ばせて頂くところ多々ござ
いました。
　どうぞ、ごゆるりとお過ごし下さいませ

本日の「ちょっとお耳を！」
　先日あるお寺の門前の言葉が目に入り、早
速書き留めて参りました。
「そしる人の声は　荒々しく　トゲがあり
　　褒める人の声は　まろやかで　
　　　　優しい　オーラに包まれている」

　Ｅ（笑顔）で　Ｈ（拍手）・Ａ（握手）で
お聞きし、終わりの点鐘後も、握手で次週の
再会を約束し、お開きと致しましょう。

　本日もよろしくお願い致します。

各委員会の今年度活動計画発表

◯長期計画委員会　　　槇野　　稔　委員長
　「『こんな事がやりたい』を申し出て下さい」
◯例会運営委員会　　　田中　哲三　委員長
　「有意義で楽しい例会を目指します」
◯親睦活動及び家族委員会
　　　　　　　　　　　竹原　善記　委員長
　□親睦がクラブ運営の栄養剤である事を会
　　全員が認識しましょう
　□会員みんながNKS（飲んで・食って・ス
　　マイル）の気持ちで主体性をもって親睦
　　に努めましょう
　□親睦委員は委員であることをしっかり自
　　覚しましょう
　□親睦委員は例会15分前には例会場に集ま
　　りましょう
　□親睦委員は必ず1名以上例会受付にてロー
　　タリアンをお迎えしましょう
　□親睦委員は「親睦の襷」を掛けて例会が
　　始まるまでテーブルを回りましょう　
　□親睦委員は勿論のこと各会員も親睦行事
　　に積極的に参加しましょう
　□My誕生日にお祝いの品（池田会員のご協
　　力）プレゼントを実施します
　□同好会の活動もします
　　1）ゴルフ同好会　会長杯1回／年　　
　　2）グルメ同好会　2～3回／年　大西グル
　　　メ同好会会長
　□今期は1年を通して楽しいクラブライフを
　　目指します
◯会報ウェブサイト委員会
　　　　　　　　　　　山本章太郎　委員長
　「ホームページを見てください。解りやす
く楽しいホムページを作成します｣
◯会員研修委員会　　　竹原　善記　委員長
　「例会終了後にロータリー（情報）の勉強
会を月一回程度行います」
◯職業奉仕委員会　　　中村　敏治　委員長
　「各会員の専門分野を生かした社会貢献を
考える。例えば補聴器支援システムの普及、
広報活動等」

◯社会奉仕委員会　　　馬場　和代　委員長
　「昨年行った様な、講演会を実施したい」
◯青少年奉仕委員長　　野木　久子　委員長
　「古川会員の実施するイベントに協力した
い。RAILなどの勉強をして活動に活かしたい」
◯国際奉仕委員長　　　細川　洋一　委員長
　「当クラブでは例年のように寄付という形
で協力していく予定。将来は海外での知見を
広げて奉仕活動を行いたい」

○山内　利樹　様（篠山RC）
　今年一年、よろしくお願いします。
◯小山　一子　君
　篠山RC会長「山内利樹様」幹事「井上高
文様」ようこそ。本日貴クラブ訪問大変お
世話になりありがとうございました。どう
ぞごゆっくりとお過ごしくださいませ。
◯草野　　旦　君
　　いよいよ夏って感じです。皆様、ご自愛
　の程･････。

　　   7月9日合計　　　　　￥43,000円
　　   本日合計　　　　　　￥15,000円
　　　本日までの累計　　　￥149,000円

　　　（山本章太郎　記）

◆本日のソング
「それでこそロータリー」

馬場　和代　会員

◆出席報告

◆クラブゲスト
　山内　利樹　様（篠山RC会長）
　井上　高文　様（篠山RC幹事）

◆幹事報告
・「会長・幹事　他クラブ訪問」について
・職業奉仕セミナー
　伊丹　8/2㈯ 12：30～　中村会員　草野会員
・青少年奉仕セミナー
　神戸学院大（ポートアイランドキャンパス）
　8／3㈰1：30～　野木会員

◆スポット
★リフレッシュエクササイズ　№257

2014年7月16日
小山　一子

皆様　今晩は
★22期第1回、通算257回目の「リフレッシュ
エクササイズ」です。　
　今期もよろしくお願い致します。（会長が
エクササイズ、を行うのはホームクラブ発会
以来初めて、国内でも珍しいのではないでし
ょうか）
　今年の梅雨は、最初は「少雨」と思ってい
ましたが、その後は一転、思いがけず大型台
風が来て大雨になったりと不順になっていま
す。気分爽快になるエクササイズを行います。
「笑顔で元気に」
１）足を腰幅に開き、大きく深呼吸2回
２）そのまま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）足は腰巾に開いたままで両掌できるだ　
　　け開いて顔の横に、「愛・愛・愛・愛」
　　＝目線は上に「あ～」と大きく口を開　
　　け、思いっきり顎を下げ「い～」の時は
　　親指を外にして「握りしめ」ます。
　　「あ～い～」「あ～い～」「あ～い～」
　　と、ゆっくり顎を下げます（口は下顎し
　　か動かすことは出来ません）
４）「笑顔と愛は善の波動」と言われていま
　　す。笑顔の表情筋は「前頭葉」と「海　
　　馬」を刺激し、若さを保ち認知症予防に
　　最適です。善の波動は、地球・宇宙を平
　　和にし、勿論うっとうしい梅雨を爽やか
　　に乗り切れます。年間を通じて継続なさ
　　って下さいませ。
５）深呼吸2回行い、親指を外にし、しっかり
　　「クンバハカ」して終わります。
★無理なく、気が付いた時に一日に何度でも
行ってください。気分を明るくし、人様にも
喜ばれます。
　次回をお楽しみに！

―完―
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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

　先日、米Amazonは同社初のスマホ
「アマゾン ファイアフォン（Amazon 
Fire Phone）」を発表しました。
　このスマホには2つの優れた機能があ
ります。
　その一つは『ファイアフライ』機能で
す。この機能は、カメラやマイクで認識
した画像や音楽を、Amazonのデータ
ベースと照合し、該当商品を特定します。
Amazon内で取り扱いがあれば、そのま
ま購入することも可能です。
　もうひとつは『ダイナミック パース
ペクティブ』機能です。前面の四隅に付
いた4つのカメラが、ユーザーの顔や頭
の動き、端末の傾きや動きなどを常に追
跡する仕組み。奥行きのある表示を楽し
めるだけではなく、指を使わずに操作が
できるので実用性も高そうです。


