
TAKARAZUKA NAKA ROTARY CLUB
WEEKLY BULLETIN

本日の例会　　10月22日（水） 次週予告　　10月29日（水）
● ソング

● プログラム

「われらの生業」
　　　　　大門　美智子　会員
　卓話　　
　　　　　　前田　正明　会員

● ソング

● プログラム　卓話
　　　　　　　　　　　　阪上　栄樹　会員

「我等日本のロータリアンの歌」
　　　　　　池田　美江　会員
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会長　小山　一子

　皆様今晩は
本日のお客様、小野加東ＲＣの「藤田　覚(さ
とる)様」ようこそ。皆様藤田様はメーキャッ
プに全国100か所以上に行っている、と仰って
いる凄いお方でございます。ごゆるりとお過
ごし下さいませ。

1）台風19号が猛威を振るいましたが、皆様の
ご自宅・事業所・ご実家など如何でございま
したか？　被災者の皆様の一刻も早い復興を
お祈り申し上げたく存じます。

2）さて、先週は「ノーベル物理学賞」に我が
国の3氏が選ばれたと喜び合いましたが、10日
には、パキスタンの若干17歳「マララ・ユス
フザイ」さんと、インドの児童問題に取り組
んでいる「カイラシャ・サティヤルティ」さ
んに「ノーベル平和賞」が授与されたと報じ
ていました。マララさんの短い中にもインパ
クトのあるスピーチに感動致しました。

3）10月12日（日）13：00～17：00　神戸大学
ポートアイランドキャンバスに於いて「ロー
タリー財団セミナー」が開催され、台風19号
と、連休中の多用なところ（草野委員長は途
中から名古屋へ出張、小山は実家の用事をキ
ャンセル）、やりくりし2名が出席致しまし
た。後日委員長から報告がありますので、お
聞きくださいませ。
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2）毎日荷物の片付けが不要。
3）ヨーロッパの街は川沿いにあるところが多
いので船着場が街の中心に近い、等がある。
宿泊と移動と食事が全部一緒になっているの
で、のんびりとした旅行をしたい人には好ま
れるようである。
代表的なものに、ライン川、ドナウ川、セー
ヌ川等のクルーズがあります。ヨーロッパの
川は広い平地をゆったりと流れているので、
リバークルーズに適しています。

昨年の8月にセーヌ川クルーズに乗ってきまし
た。午後に乗船。夕食後パリ市内のセーヌ川
をクルーズ観光。翌朝、出航。午前中は両岸
の景色を見ながらゆっくりクルーズ。昼食
後、古城とジベルニーのモネの伊勢と庭、睡
蓮の池を見学。翌朝は、早朝に出港して、昼
頃にルーアン到着。午後にルーアンの街で大
聖堂等を見学。翌日は、また午前中は航海。
午後にオンフール、ルアーブル観光。
晩は、お別れパーティーで船内宿泊。翌朝下
船でした。その後、バスでノルマンディー海
岸、モン・サン・ミシェルを回って、翌日パ
リに帰ってきました。

◆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

◆幹事報告
①阪神第３グループ・ガバナー補佐　正木　
隆造様より　「IMのためのアンケート」が来
ております。膨大な量ですが、我クラブは出
来るだけ協力をしてあげたいので、きちっと
答えてあげて下さい。

②熊本水前寺RCとの合同特別例会
　来年の4月17日（金）、18日（土）、19日
（日）この内、どれで参加、または不参加か
のアンケートを今週よりお回しします。宜し
くご記入下さい。
　
③クリスマス例会（12月7日）の参加人数をお
知らせ下さい。

④例回のプログラム　今年の訂正分と次年度

の分、理事役員会にお回しします。
　何かありましたら、来週までに幹事までお
願い致します。

⑤H26　麻薬覚醒剤乱用防止運動
　平成26年11月8日（土）です。
　参加の方はご記名お願い致します。

◆リフレッシュエクササイズ（第260回）
「体育の日」を過ぎ、すっかり秋になりまし
た。朝夕の気温差が大、結構体調が崩れる時
でもあります。笑顔で元気に「笑顔つくりエ
クササイズ」を行います。
1）足を腰幅に開き、座ったままで行います
 ★何を行うときも「ありがとうありがとう」
と言いながら行います。
2）両手をこすり合わせて温めます
3）その手でうなじを「ありがとう」と言いな
がら優しくさすります
4）耳を下から上にもみほぐします
（耳には約300のツボがあり、よくもむと血行
が良くなり身体が温まり、脳細胞も活性化し
ます）
5）3本の指で「笑　筋」を「ぐ～」と言いつ
つ3回押します
6）本日のメインエクササイズ
顎から耳に向かって、手の甲で「い～」のつ
く言葉で交互にさすり上げます。
「嬉しい～」「楽しい～」「素晴らしい～」
「ありがた～い」「美味し～い」「暖かい」
「お金持ち～」などなど…
★笑顔は無料です。自他「健　幸」になれ,
食べ物も美味しく感じられ,言葉や習慣、人生
が変わります。
次回をお楽しみに！

　

　

4）本日のプログラム。
先週は槙野会員による、これまでと一味違っ
た「花街」などのユニークなお話しでした
が、今週は中村会員による卓話でございま
す。楽しみに致しております。

★Ｅ「笑顔」・Ｈ盛大な「拍手」・Ａ「握
手」で「明るく・楽しく・元気よく！」よろ
しくお願い致します。

■卓　話
　　　　　　　　　　　　中村　俊治会員
テーマ　　　　　
　　　　　　「リバークルーズ」

最近、大型の客船での日本発着のクルーズが
増えてきて、日本でもクルーズ人気が高まっ
てきておるようですが、ヨーロッパではリバ
ークルーズの人気が急上昇しているようで
す。新しいリバークルーズ船が続々と作られ
ています。
リバークルーズの長所は、
1）波がなく揺れないので船酔いが少ない。
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プログラム



会長　小山　一子

　皆様今晩は
本日のお客様、小野加東ＲＣの「藤田　覚(さ
とる)様」ようこそ。皆様藤田様はメーキャッ
プに全国100か所以上に行っている、と仰って
いる凄いお方でございます。ごゆるりとお過
ごし下さいませ。

1）台風19号が猛威を振るいましたが、皆様の
ご自宅・事業所・ご実家など如何でございま
したか？　被災者の皆様の一刻も早い復興を
お祈り申し上げたく存じます。

2）さて、先週は「ノーベル物理学賞」に我が
国の3氏が選ばれたと喜び合いましたが、10日
には、パキスタンの若干17歳「マララ・ユス
フザイ」さんと、インドの児童問題に取り組
んでいる「カイラシャ・サティヤルティ」さ
んに「ノーベル平和賞」が授与されたと報じ
ていました。マララさんの短い中にもインパ
クトのあるスピーチに感動致しました。

3）10月12日（日）13：00～17：00　神戸大学
ポートアイランドキャンバスに於いて「ロー
タリー財団セミナー」が開催され、台風19号
と、連休中の多用なところ（草野委員長は途
中から名古屋へ出張、小山は実家の用事をキ
ャンセル）、やりくりし2名が出席致しまし
た。後日委員長から報告がありますので、お
聞きくださいませ。

2

2）毎日荷物の片付けが不要。
3）ヨーロッパの街は川沿いにあるところが多
いので船着場が街の中心に近い、等がある。
宿泊と移動と食事が全部一緒になっているの
で、のんびりとした旅行をしたい人には好ま
れるようである。
代表的なものに、ライン川、ドナウ川、セー
ヌ川等のクルーズがあります。ヨーロッパの
川は広い平地をゆったりと流れているので、
リバークルーズに適しています。

昨年の8月にセーヌ川クルーズに乗ってきまし
た。午後に乗船。夕食後パリ市内のセーヌ川
をクルーズ観光。翌朝、出航。午前中は両岸
の景色を見ながらゆっくりクルーズ。昼食
後、古城とジベルニーのモネの伊勢と庭、睡
蓮の池を見学。翌朝は、早朝に出港して、昼
頃にルーアン到着。午後にルーアンの街で大
聖堂等を見学。翌日は、また午前中は航海。
午後にオンフール、ルアーブル観光。
晩は、お別れパーティーで船内宿泊。翌朝下
船でした。その後、バスでノルマンディー海
岸、モン・サン・ミシェルを回って、翌日パ
リに帰ってきました。

◆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

◆幹事報告
①阪神第３グループ・ガバナー補佐　正木　
隆造様より　「IMのためのアンケート」が来
ております。膨大な量ですが、我クラブは出
来るだけ協力をしてあげたいので、きちっと
答えてあげて下さい。

②熊本水前寺RCとの合同特別例会
　来年の4月17日（金）、18日（土）、19日
（日）この内、どれで参加、または不参加か
のアンケートを今週よりお回しします。宜し
くご記入下さい。
　
③クリスマス例会（12月7日）の参加人数をお
知らせ下さい。

④例回のプログラム　今年の訂正分と次年度

週間報告

メイキャップ出席免除者会員数 算　定 本　日 出席率

前々回
10月1日

本　日 31

31

2

2

29

29

24

24 2 

82.76

89.66

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
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