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本日の例会　　11月12日（水） 次週予告　　11月19日（水）
● ソング

● プログラム

「奉仕の理想」
　　　　　  桑田　昭世　会員
　卓話　　
　　　　　　野木　久子　会員

● ソング

● プログラム　卓話
　　　　　　　　　　　　大西　利哉　会員

「四つのテスト」
　　　　　　野木　久子　会員
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会長　小山　一子

　皆様今晩は
＜1＞ロータリーの友11月号が届いています。
今月は「ロータリー財団月刊」です。横書き
のＰ7から「世界でよいことをする」と題して
Ｐ15まで詳細が有りますので、是非ともお目
通し下さい。
尚、今夜は「ロータリー財団月刊」について
草野委員長の報告がありますのでお聞きくだ
さいませ。

＜2＞ もう一冊、滝沢ガバナーよりの月信
1）Ｐ16お待ちかねのホームクラブ新入会員3
名（池田・林田・作田）会員の美しい笑顔の
写真が掲載されています。阪神第三グルー
プ、他クラブからの羨望の的で嬉しい限りで
ございます。
2）裏表紙に9月の出席報告が出ております。
阪神第三グループをご覧下さいませ。篠山Ｒ
Ｃは100％。歴代のメンバーのご苦心が忍ばれ
ます。ホームクラブは89.65％で、じわじわと
アップしており嬉しい限りです。出席はロー
タリアンの権利であり義務であると教育を受
けています。やむを得ないホームクラブ欠席
の場合は、他クラブへのメーキャップを心掛
け、全員が100％にと重ねてお願い致しておき
ます。

＜3＞　ちょっとお耳を！
★ＭＢＳアナウンサーの松井愛さんが【笑顔
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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

9 経理　 →　　　取締役
10 東西　→　　　品物
11 新聞　→　　　ニュース
12 報紙　→　　　新聞
13 猪肉　→　　　豚肉
14 丈夫　→　　　夫
15 牙　　→　　　歯
16 切手　→　　　手を切る（けが）
17 汽車　→　　　自動車
18 加油　→　　　ガンバレ
【挨拶】
早朝～８時位迄　早上好！　「おはよう」
                早！（親しい人に対して）
夜９時位から　　晩上好！「こんばんは」
それ以外    ニイ好！「こんにちは」
　　　　　  ニイ好マ？（お元気ですか？）　
昔      チーファンラマ？（ご飯食べた？）
「おやすみなさい」　　　晩安！　ワンアン

■ロータリー財団セミナー報告
　　　　　ロータリー財団委員長　草野　旦

　平成14年10月12日、神戸学院大学ﾎﾟｰｱｲｷｬﾝﾊ
ﾟｽでﾛｰﾀﾘｰ財団ｾﾐﾅｰが開催され、行って参りま
したので、そのご報告を申し上げます。
午後１時ｶﾞﾊﾞﾅｰ滝澤功治氏の開会の挨拶で始
まり、第一部Ｒ財団委員長　三木明氏の「昨
今のﾛｰﾀﾘｰ財団」そしてＲ財団副委員長　室津
義定氏の「2680地区におけるﾛｰﾀﾘｰ財団補助金
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ」と続きました。
　そして第二部はｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ補助金奨学生の畑山
真穂さんの海外留学の報告がありました。
　第三部は「資金管理小委員会」「資金推進
小委員会」「ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ小委員会」「地区補助
金ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ」「ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ補助金ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ」の各
委員会からのお願いや報告がございました。
午後4時30分にｶﾞﾊﾞﾅｰｴﾚｸﾄ丸尾研一氏による閉
会の挨拶で無事終了いたしました。

なお、ﾎﾟﾘｵ募金箱とﾎﾟﾘｵﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄがくばられ持
ち帰って参りました。
これは一般市民の方からの募金を集めること
を目的に作成したものです。ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄも一般市
民向けに作成されてものですので、自由にお
持ち帰りいただいて、どうかﾎﾟﾘｵ撲滅にご協
力下さい。

○中村　敏治君
今月で、満80歳、結婚50年になります。
お祝い有難うございます。

○木本　玲子君
本日は、私の卓話です。お気軽にお答え頂け

たら嬉しいです。宜しくお願い致します。

○草野　旦君
今月はこの後、例回を休ませて頂きます。
台湾の大学へ行ってしゃべってきます。
美味しいものも食べて来ます。
しばらくお別れです。

○田村　久子君
手塚治虫記念館の忌野清志郎展を見てきまし
た。彼のコンサートの合言葉は、「愛し合っ
ているかい。許し合っているかい。」でした
よ。
　　　　本日の合計　　     19,000円
　　　　本日までの累計　　362,000円

◆本日のソング
「Be a Rotarian」

木本　玲子　会員

◆出席報告

◆幹事報告
①例会の変更
12月17日（水）卓話　阪上会員→池田会員
　　　　　　　　　　　　　場所　「華」
6月 3日（水)  卓話　池田会員→阪上会員　　
　　　　　　　　　　　場所　阪上邸
②本日で、正木ガバナー補佐のアンケート締
切です。提出宜しく
③本日、理事例会があります。宜しく。

についてことばが有ります。「口角を上げ
て、いつもニッコリしていなさい。ヘの字に
していると、下がった口角から幸せが逃げて
いくよ」と母上。
いまでは、何が起きても、とりあえず口角を
上げるクセがついてしまっています。加齢と
共に、だんだんチカラが必要になって来まし
たが】と述べられています。笑顔で健康と幸
福を受け止めてお過ごし下さいませ。

■卓　話
　　　　　　　　　　　　木本　玲子会員
テーマ　　　　　
　　　「中国語と日本語で意味が違う」

　中国語　　　　日本語
1　湯　　→　　　スープ
2　手紙　→　　　トイレットペーパー
3　信　　→　　　手紙
4　麻雀　→　　　（鳥の）　すずめ
5　床　　→　　　ベッド
6　愛人　→　　　配偶者
7　太太　→　　　奥様
8　走　　→　　　歩く

会長の時間

プログラム
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ひとくち

音楽大手エイベックスとネット広告大手サ
イバーエージェントは今月、音楽のネット
聴き放題事業を始めると発表しました。定
額の聴き放題サービスは欧米では主流にな
りつつあります。音楽のＣＤ販売や有料配
信の市場は、無料動画サイトで音楽を聴く
人が増えたことなどにより、年々縮小して
いるためです。
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