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本日の例会　　11月19日（水） 次週予告　　11月26日（水）
● ソング

● プログラム

「四つのテスト」
　　　　　  野木　久子　会員
　卓話　　
　　　　　　大西　利哉　会員

● ソング

● プログラム　卓話
　　　　　　　　　　　　坂上　安夫　会員

「それでこそロータリー」
　　　　　　田村　久子　会員
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会長　小山　一子

　皆様今晩は
今日は駐車場がすごい待ち時間でした。「立
冬」も過ぎお寒くなって参りました。暖かく
してお元気にお過ごし下さいますように。

＜1＞お陰様で今期も4カ月が過ぎました。期
首には、パッシングの嵐かと随分心を痛めて
おりましたが、メンバーの皆様のお蔭にて思
いの外スムーズに展開していますこと、心よ
り感謝と御礼申し上げます。

ちょっとこちらをご覧くださいませ。
　「複写ハガキの控え」と申しまして、ハガ
キ道の神様と言われている坂田道信先生が発
案されたものです。ハガキの裏面上にカーボ
ン紙を乗せて、こちらの罫線が引かれた用紙
をかぶせて、書いていきます。
　悪筆の上にたどたどしくではありますが、
坂田先生は「ヘタでいいよ～」と仰って下さ
っていますので、気を取り直ししたためてお
ります。
　1冊が50枚つづりです。私はお教え頂き書き
始めてより10年余りで61冊目になっています
（50枚×60冊＝3000枚）を超しました。
　お恥ずかしいことながら私は近頃認知症気
味で、「あれ！あのお方にお礼状をお出しし
たかしら？」「どんなことを書いたっけ？」
と言うことも多くなりましたのでとても重宝
しています。
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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

＜3＞携帯電話の番号が変わりました。ご面倒
ですが変更お願い致します。
　＜090-9272-6018＞

＜4＞本日のプログラム、前回の卓話は木本会
員の「中国語」について、本日は野木会員で
ございます。楽しみに致しております。

■卓　話
　　　　　　　　　　　　野木　久子会員
テーマ　　　　　
　　　「人生儀礼」

手塚治虫さんから奉納されたアトムです。

誕生　　　　　　　　安産祈願の岩田帯
産神　　　　　　　　入学・卒業・就職祝
産屋　仮親　　　　　成人式
七夜の祝い　　　　　結納
初宮参　　　　　　　結婚
食べ初め　　　　　　結婚記念日
初誕生　　　　　　　厄年
初節句　　　　　　　歳祝
菱餅　　　　　　　　叙勲・受賞
節句　　　　　　　　年の数え方
七五三参り　　　　　病気治しと神様　

○野木　久子君
こんばんわ。今日は宜しくお願いします。
是非見て頂きたい絵を持参しました。
食後、消化不良になりましたら、お許し下さ
い。

　　　　本日の合計　　     10,000円
　　　　本日までの累計　　372,000円

◆本日のソング
「奉仕の理想」

川添　祐照　会員

◆出席報告

◆幹事報告
①「ﾎﾟﾘｵをなくそう　ﾁｬﾘﾃｨｺﾝｻｰﾄ」がｶﾞﾊﾞﾅｰ
　事務所から送られてきました。
　取り敢えず、5枚来ております。
　ロータリアンは1人3000円です。
　日時　3月8日(日) 19:00から
　場所　JR住吉の区民センター
　　　　　　　　　　うはらホール
　締切　12月31日
　ご希望の方は宜しく。

②この8月17日、18日にありました第32回ｲﾝﾀｰ
　ｱｸﾄ地区大会の報告書が、明石RCより届いて
　おります。お回ししますが、宜しく。

③神戸須磨ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞより、50th記念誌が届い
　ております。
　お回ししますので、宜しく。

④11月9日(日)明石商工会議所で「奉仕活動　
　合同ｾﾐﾅｰ」があり、参加してきました。
　早目に行って、三田RCのツキモト会長、ワ
　キタ幹事と魚の棚でお寿司を食べ、帰りは
　1人で石焼きﾀｺﾗｰﾒﾝを食べてきました。

　

前期、理事・役員、委員長などをお願いした
時にも、お引き受け下さった皆様にメールで
済ませた方もありましたが、必ず「サンクス
レター」をお出しいたしました。
　もしも「聞いていないとか、知らない」と
仰るお方があり、それをお聞きになられたメ
ンバーが誤解をなさっていても、「そんなは
ずがないのに」と調べてみますと「ああお出
ししていた！」と安堵することが出来、イザ
と言うときにはお見せすれば良いと、一々弁
解すること一切なく過ごすことが出来ていま
す。
　なにより嬉しいことは、下手なハガキをお
出ししても90％以上の方が「ありがとう…」
とお礼を言って下さることです。近頃お礼を
言うことを知らない時代とも言われています
が、ロータリアンの皆様にはいつも感謝致し
ております。又全く予測せずにご丁寧にお礼
状を下さるお方もあります。
　不器用に少しずつコツコツ書き、頂いたハ
ガキはこのようにポストカード入れに大切に
保管し、今では私の歴史ともなっています。
もしも興味のおありの方は、新品をカーボン
紙と共に少し持参していますので、仰って下
さいませ。喜んでプレゼントさせて頂きま
す。

＜2＞ 　11月9日（日）栗田幹事が「奉仕活
動合同セミナー」に出席して下さっていま
す。後ほど報告がありますのでお聞きくださ
いませ。
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ひとくち

世界に先駆けてトヨタ自動車が燃料電池車
（FCV）の『ミライ』を発表しました。
補助金を使うと500万円程度で購入できま
す。
燃料に液体水素を使い、全くCO2を出しま
せん。ただ、計画中の水素ステーションは
全国で41か所、近畿では大阪に2か所と兵
庫に1か所しかありません。
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