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本日の例会　　11月5日（水） 次週予告　　11月12日（水）
● ソング

● プログラム

「Be a Rotarian」
　　　　　　木本　玲子　会員
　ﾛｰﾀﾘｰ財団委員会ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
　卓話　　　木本　玲子　会員

● ソング

● プログラム　卓　話

「奉仕の理想」
　　　　　　桑田　昭世　会員

　　　　　　野木　久子　会員
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　　　　　　　　　　　会　長　小山　一子
皆様今晩は
本日のお客様、宝塚中プロバスクラブ会長
「中原　等様」ようこそ。ご丁寧に23日のご
挨拶にお出まし下さっています。どうぞごゆ
るりとお過ごし下さいませ。

＜1＞ 先週木曜日、10月23日に第23回兵庫県
プロバスクラブ交会が当宝塚ホテル「琥珀の
間」にて開催され無事終了致しました。
宝塚中プロバスクラブがホストクラブでした
ので、親クラブの私達にもお手伝いの要請が
来ておりました。お名前をお呼び致しますの
で、どうぞご起立下さいませ。
草野会員は講演者として活躍下さり、お手伝
いには副幹事の阪上・前田、地区プロバスク
ラブ委員会委員の田中、ＳＡ川添・会計古
川・職業奉仕委員長馬場、親睦委員長竹原、
田村会員、会長小山、計8名。合計9名が馳せ
参じて参りました。（拍手）
ご多用の中、早朝よりお手伝い下さいました
メンバーの皆様に心より感謝申し上げます。
ありがとうございました。

＜2＞10月26日（日）午後5時より、第三回会
長・幹事会が柏原ＲＣの担当で柏原の地で開
催されました。今回は下隆会との合同と言う
ことで、当時の会長、現栗田幹事と当時の田
中幹事と共に出席致しました。
クラブ現況報告と依頼事項・調整事項があ
り、第7番目に1）～7）迄以下の如くに報告致

しました。
1）9月14（日）・15（月）祝日、道後温泉へ
初めての一泊バス旅行実施
2）9月24（水）ガバナー公式訪問無事終了
3）10月5日（日）六甲山オルゴールミュージ
アムと昼食会。台風13号に追っかけられつつ
も、晴れ男の大西直前会長のお蔭で傘もささ
ずに無事帰宅。
4）10月23日（木）第23回兵庫県プロバスクラ
ブ交流会が宝塚ホテルにて開催され、親クラ
ブへお手伝いの要請。9名のメンバーが駆けつ
けた。
5）12月7日（日）6時から、年末家族例会に、
天才ピアニスト「北順佑さん（22歳）」を迎
えます。ご縁があれば人生が変わるほどの感
動を味わってみて下さい。
6）1月17・18日「宝塚市テニス協会創立30周
年」を記念し、宝塚ホテルとスポーツセンタ
ーにて開催いたします。
7）4月17・18・19日、姉妹クラブの「熊本水
前寺ＲＣ」との合同親睦会。人吉熊川急流下
りなど計画中。
他クラブの報告は後ほど栗田幹事がいたしま
すので、お聞き下さいませ。

＜3＞ちょっとお耳を、相田みつをさんの詩だ
ったと思いますが？
「花も美しい　空も美しい
　美しいと感じる　あなたの心が　美しい」
森羅万象自身の心と同じものが映ります…。
ロータリーで益々○心を磨いて参りましょ
う！
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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.オーマン

第2680地区 宝塚中ロータリークラブ

＜4＞次年度の役員を決めないといけない時期
となりました。
会長（次々年度）、副会長、幹事、ＳＡＡ
（会場監督）、および5名の理事の立候補を求
めます。よろしくお願い致します。
　　
＜5＞ 本日のプログラム。
先週は「前田会員」に依る卓話でございまし
た。今週は「那須会員」でございます。楽し
みに致しております。
　　

■卓話
　　　　　　　　　　　那須　範満会員
テーマ
　NHKためしてｶﾞｯﾃﾝでも紹介された「骨」

骨の働き
①からだを支える
②脳や内臓を収納、保護する
③からだを運動させる
④血液をつくる
⑤カルシウムやリンを貯蔵する

骨粗鬆症
骨粗鬆症は骨の強度が低下して、わずかな衝
撃でも骨折しやすくなる骨の病気です。
骨折から要介護状態になる人は少なくありま
せん。

健康寿命を延ばすためには、カルシウムやビ
タミンDなどを含むバランスの良い食事と、
自分の体力にあった適度な運動で、骨を丈夫
に保ちましょう。

そして、転ばないように気を付けて、骨折を
予防しましょう。

○中村　敏治君

日曜日のクラブ選手権、ゴールドシニアで優
勝しました。
ただ、ゴールドティーからのハンディ競技で
した。

○竹原　善記君
宝塚中プロバスクラブ　中原さんをお迎えし
てニコニコ。

○矢野　浩臣君
本日が最後の米山ボックス設置日となりま
す。毎年800名程度の奨学生を支援するために
は一人当たり平均で1万円の特別寄附金が必要
となります。
皆様方のご支援、ご協力を宜しくお願い致し
ます。

　　　　本日合計　　　　　　 ￥16,000円
　　　本日までの累計　　　　￥343,000円

◆本日のソング
「われら日本のロータリアンの歌」
　　　　　　　　　　　池田　美江　会員

◆出席報告

◆本日のゲスト
宝塚中プロバスクラブ　　
　　　　　　　　　　　　　　中原　等様

◆幹事報告
①国際ロータリー2680地区　新世代交換プロ
　グラム募集要項が来ています。
　締切　12月31日　派遣1名　受け入れ1名
　20～25歳の方でﾛｰﾀﾘｱﾝの子弟可です。

②赤い羽根共同募金のお願いが来ています。
　ボックスを回しますので、心ばかりで結構
　ですので募金をお願いします。

③10月26日(日)　柏原・大和で国産の松茸を　
食べながら下山ガバナー補佐の年度の会長　
幹事の会と合同で行いました。　
　　三田RC　25万円　→　27万円
　　柏原RC　18万円　→　19万円
　　宝塚武庫川RC　→　3年先の40周年の引当

　　金として2万円と、3クラブで会費を上げ
　　たとの報告がありました。

◆お知らせ
10月23日木曜日、当クラブがサポートする宝
塚中プロバスクラブ主催の県大会が宝塚ホテ
ルにて開催されました。
草野会員が「宝塚歌劇100周年」にちなんだ話
しをしました。

☆☆11月のお祝い☆☆
会員誕生日
　　　11月 7日　　　池田　美江　会員
　　　11月30日　　　中村　敏治　会員
奥様（ご主人様）誕生日
　　　11月11日　　　蓮尾　統子　様
結婚記念日
　　　11月 5日　　　矢野　浩臣・美保　様
　　　11月23日　　　中村　敏治・雅子　様
　　　11月24日　　　馬場　常平・和代　様

会長の時間
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○中村　敏治君
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ひとくち

コンビニエンスストア最大手のセブン－
イレブン・ジャパンは、来年夏にも青森
県へ進出することを明らかにしました。
2014年11月から、同県でフランチャイズ
チェーン（ＦＣ）契約を結ぶオーナーの
募集を始めるそうです。来春に高知県へ
進出する計画を発表したばかりで、約
17,000店あるセブンの出店が決まってい
ない「空白県」は、鳥取、沖縄のあと２
県だけとなります。

日曜日のクラブ選手権、ゴールドシニアで優
勝しました。
ただ、ゴールドティーからのハンディ競技で
した。

○竹原　善記君
宝塚中プロバスクラブ　中原さんをお迎えし
てニコニコ。

○矢野　浩臣君
本日が最後の米山ボックス設置日となりま
す。毎年800名程度の奨学生を支援するために
は一人当たり平均で1万円の特別寄附金が必要
となります。
皆様方のご支援、ご協力を宜しくお願い致し
ます。

　　　　本日合計　　　　　　 ￥16,000円
　　　本日までの累計　　　　￥343,000円

◆本日のソング
「われら日本のロータリアンの歌」
　　　　　　　　　　　池田　美江　会員

◆出席報告

◆本日のゲスト
宝塚中プロバスクラブ　　
　　　　　　　　　　　　　　中原　等様

◆幹事報告
①国際ロータリー2680地区　新世代交換プロ
　グラム募集要項が来ています。
　締切　12月31日　派遣1名　受け入れ1名
　20～25歳の方でﾛｰﾀﾘｱﾝの子弟可です。

②赤い羽根共同募金のお願いが来ています。
　ボックスを回しますので、心ばかりで結構
　ですので募金をお願いします。

③10月26日(日)　柏原・大和で国産の松茸を　
食べながら下山ガバナー補佐の年度の会長　
幹事の会と合同で行いました。　
　　三田RC　25万円　→　27万円
　　柏原RC　18万円　→　19万円
　　宝塚武庫川RC　→　3年先の40周年の引当

　　金として2万円と、3クラブで会費を上げ
　　たとの報告がありました。

◆お知らせ
10月23日木曜日、当クラブがサポートする宝
塚中プロバスクラブ主催の県大会が宝塚ホテ
ルにて開催されました。
草野会員が「宝塚歌劇100周年」にちなんだ話
しをしました。

☆☆11月のお祝い☆☆
会員誕生日
　　　11月 7日　　　池田　美江　会員
　　　11月30日　　　中村　敏治　会員
奥様（ご主人様）誕生日
　　　11月11日　　　蓮尾　統子　様
結婚記念日
　　　11月 5日　　　矢野　浩臣・美保　様
　　　11月23日　　　中村　敏治・雅子　様
　　　11月24日　　　馬場　常平・和代　様
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