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本日の例会　　7月30日（水） 次週予告　　8月6日（水）
● 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

● ソング

● プログラム

「Be A Rotarian」
　　　　　　木本　玲子　会員

移動例会（於：茶寮 華）後、花火見物
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　　会長｠小山　一子
　皆様今晩は。
　本日お客様はございませんので、どうぞ、
ごゆるりとお過ごし下さいませ。
　梅雨が明け、今日は「大暑」、蒸し暑く
なって参りました。お体充分おいといの上ご
活躍下さいますように。
１）先週の木曜日（7月17日・木）18時より、
　阪上副幹事と共に武庫川RCへ表敬訪問に参
　りました。
ホームクラブの「お父様クラブ」と言う
こともあり、今まで一方ならぬお世話に
なったことを感謝し、今後のご指導ご鞭撻
をお願いして参りました。
その中で、石田幹事の幹事報告の中の言
葉が心に残りましたので、お伝えしておき
ます。
　・各人個性豊かに、人（メンバー）の良い
　　ところを見出して付き合う
　・優先順位をつけ、やり過ぎた時にも、傍
　　観者・ブレーキ係・アク係、色々あるが、
　　多少ゴタついても、皆の力で修復できる
　　クラブでありたい、と述べられていました。
２）21日（祝日・月）「米山セミナー」が神
　戸学院大学、ポートアイランドキャンパス
　にて開催され、栗田幹事・3年未満池田会員
　と小山3名が出席して参りました。後ほど幹
　事と池田会員より報告があります。
３）同日とんぼ返りし、18：30より「宝塚中
　プロバスクラブ」例会に栗田幹事と地区プ
　ロバスクラブ委員会委員の田中会員と小山3

　名が訪問致しました。後ほど詳しい報告が
　あります。
　お陰様で、第三グループ7クラブへの表敬訪
問が無事終わりました。夫々のクラブのすば
らしさを垣間見ることが出来、体力的にはと
てもきつく感じられましたが、学ぶところも
大でございました。皆様のご声援、ご協力に
感謝致します。
　本日もよろしくお願い致します。

米山奨学生セミナー報告
幹事　栗田　義博

　7月21日神戸学院大学ポートアイランドキャ
ンパスでの米山奨学セミナーに参加しました
ので報告します。
　⑴ガバナー挨拶
　　滝澤氏より、米山奨学生は日本のロータ
　　リーの宝です、また米山奨学生は現在
　　175,000人を送りだしていることなどのお
　　話がありました。
　⑵米山奨学金の現状の報告
　⑶米山梅吉先生の紹介～ビデオを見ながら
　⑷グループディスカッション
　　ここで8つのグループに分かれてのディス
　　カッションが1時間半起こなわれました。
　　私のグループでは米山奨学生に対する各
　　クラブ間の温度差の違いがわかりました。
　　奨学生を受けいれていないクラブでは他
　　国に対する（特に中国や韓国）見方が一
　　方的で狭いように感じました。我がクラ
　　ブのように、良い奨学生を受けいれたク
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　　ラブは奨学生を通じ幅広い国際感覚が養
　　えたのでないでしょうか。ここに米山奨
　　学の素晴らしさを感じました。
　⑸米山奨学生・カウンセラー（今年度）の紹介
　⑹閉会挨拶
　　中村ひさよしパストガバナーからロータ
　　リーの真髄の話を楽しく、分かりやすく
　　して頂きました。
　この後、米山奨学生歓迎交流会が行われま
したが、私達は宝塚中プロバスクラブの例会
出席のため帰路につきました。

◆新入会員自己紹介

池田　美江（イケダヨシエ）
　・北海道の函館市生まれ
　・現在は大阪市福島区在住
　・同居の家族は主人がひとりとねこ一ぴき
　・血液型はO型
　・性格は楽天的
　・趣味は旅行と本を読むこと
　・好きな言葉は有言実行
　・現在の職業は花のみちにてアトリエスプ
　　ランドールと茶寮　華　の2店舗を経営
　　主にアクセサリーのデザインをしています。

◆卒業のご挨拶
神谷　陽子

　宝塚中ロータリークラブの皆様、21年間の
長きに渡り本当にお世話になりました。本日
をもって卒業させて頂きます。
　先日は立派な感謝状や過分なお花、餞別を
頂きありがとうございました。お名残り惜し
い気持ちで一杯です。
　又、お顔を見せて頂きに伺わせて下さい。
　どうぞお元気で！

○那須　範満　君
連休に立山に行ってきました。美しい星
空とご来光、おいしい水に感動しました。
　　   本日合計　　　　　　　￥1,000円
　　　本日までの累計　　　￥150,000円

　　　（山本章太郎　記）

◆本日のソング
「四つのテスト」

大門美智子　会員

◆出席報告

◆幹事報告
・7月17日㈭
　宝塚武庫川ロータリークラブ表敬訪問
・7月21日（月・祝）
　13：00～　米山奨学セミナー
　　（神戸学院大学ポートピアキャンパス）
　18：30～　宝塚中プロバスクラブ例会表敬
　　　　　　　訪問
・花火大会来週です。費用は当日集めます

プログラム

会長の時間
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ひとくち

　携帯電話大手が雪崩を打って、音声定
額プランの導入に踏み切っています。
NTTドコモが月額2700円の定額プラン
を6月1日に始めたところ、1カ月で500万
人以上が加入。それをうけてソフトバン
クやKDDIも同様のプランを投入しまし
た。音声定額プランの導入は、携帯電話
会社の収益にどのような影響を与えるの
でしょう。ユーザーの平均的な支払い額
はここ数年、減少し続けています。原因
はLINEに象徴されるいわゆる無料アプ
リです。2006年当時、1人当たりは6000
円台後半を支払っていましたが、今では
4000円台半ばまで下落しました。新プラ
ンの導入で、収益は一時的にはさらに押
し下げられそそうですが、今後データ通
信の増大が予想されているので、その部
分を大幅に値上げしているのです。
　つまり、今回の料金プランは通話の値
下げとデータの値上げを盛り込んだもの
といえます。
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