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本日の例会　　12月24日（水） 次週予告　　1月14日（水）
● ソング

● プログラム

「Be a Rotarian」
　　　　　　草野　旦　会員
  卓話
　　　　　池田　美江　会員　　　　
　　　　　　

● ソング

● プログラム   クラブフォーラム
            上半期会務報告、下半期活動計画　　
　　　　　
               　
　　　　　　　　　　　　

「君が代」　「四つのテスト」
　　　　　 大門　美智子　会員
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会長　小山　一子

　皆様今晩は
急に寒さも加わって参りました。心身共に暖
かくしてお元気にお過ごし下さいますよう
に。
本日のお客様のご紹介をさせて頂きます。会
員の皆様のご家族のご紹介は後ほどさせてい
ただきますが、その他のお客様のご紹介をさ
せて頂きます。阪上会員のご紹介の「芝池 巌
様」ご入会を楽しみに致しております。宝塚
中プロバッスクラブ会長「中原様」と「坂下
様」。小山会長主宰“健幸 創りほほえみ会”
メンバー「針間幹子様」。
本日のエンターテーメント、ピアニスト「北 
順佑様」・母上「北晴美様」本日は楽しみに
致しております。よろしくお願い致します。
早いもので22期も本日で6カ月目となり「年末
家族同伴例会」「無芸大食、浅学非才」とは
私の事と心得ていますし、初めての女性会長
の上に大歳より。ブーイングがどんなにきつ
かろうか案じていましたが、栗田幹事初めパ
スト会長、ベテランの理事・役員、各委員
長、メンバーの皆さの暖かいご協力のお蔭に
て、無事滞りなく進行致しておりますことご
報告申し上げます。
又、夜の例会のため、ご家族のご協力なくし
て成り立ちません。御父母上様、奥様・ご主
人様・お子様・お孫様方のご協力に心より御
礼と感謝申し上げます。ありがとうございま
す。

第1032回例会報告 12月7日（日）

TAKARAZUKA NAKA ROTARY CLUB
　　WEEKLY BULLETIN

●創　立　平成5年4月10日　
●例　会　毎週水曜日（19：00～20：00）　●例会場　宝塚ホテル
●事務所　〒665-0004 宝塚市梅野町1-46（宝塚ホテル405号室）
●電　話　0797-87-1151 直通83-1110 FAX83-1110
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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

◆演奏者紹介
天才ピアニスト 北 順佑氏
<プロフィール>
・1993年1月28日宝塚市生まれ
2013年若干20歳で世界史上初!国際最高栄誉
賞「デヴィ・スカルノ記念特別大賞」叙勲受賞
その他海外での上位入賞多数。
現在も芸術感性を磨くためパリなどヨーロッ
パを中心に国内外で 活躍中

<最近の受賞と公演>
・シチリア公殿下サルヴァトーレ・モルティ
サンティ卿"MUSICISTA DISTINTO賞"
・アイルランド共和国政府からの"ジョン・フ
ィールド記念褒賞"
・ロシア連邦政府からの"チャイコフスキー記
念褒賞"新人賞

<本日の曲目>
チャイコフスキーのバレエ音楽「くるみ割り
人形」全幕Specialより「花のワルツ」「 華
麗なる終幕のワルツ」と「アポテオーズ」
アンコール曲など

<お知らせ>
それぞれの叙勲祝賀会をプロデビュー3周年ツ
アーの宝塚公演が開かれます
日 時  2015年1月31日(土) 16時開演  
場 所  宝塚ホテル　　宝寿の間
食事つき 　　¥5000 
シチリア公殿下サルヴァトーレ・モルティサ
ンティ卿の代理でシチリア副公太子殿下リチ
ャード・グリーナウォルト卿が来日下さりご
臨席を賜れる予定。

■2015年度 理事・役員氏名   2014・12・3
役員
・会 長 那須 満範 
・副会長 山本章太郎 (会長エレクト)
・幹 事 川添 裕照
・SAA 田村 久子
・会 計 木本 玲子
理事
・クラブ管理運営  山本章太郎
・公共イメージ    田邊朱希美
・会員 増強       馬場 和代
・奉仕プロジェクト 野木 久子
・ロータリー財団   草野  旦
・直前 会長     小山 一子
会計監査      坂上 安夫

今年度2回目の移動例会。
池田会員が経営する"茶房　華"で和やかに行い
ました。

　

　

　

今宵は美味しいお食事と楽しいエンターテー
メント 天才ピアニスト北順佑さんのピアノ演
奏。又恒例のオークションもございます。肩
の力を抜いて大いに日頃のお疲れを癒して頂
ければ嬉しく存じます。
今夜も、E(笑顔)・H(拍手)・A(握手)を盛大
に、「明るく・楽しく・元気よく!」ごゆるり
とお過ごし下さいますようよろしくお願い致
します。

■年末クリスマス家族同伴例会

会長の時間

プログラム
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ひとくち

　最近、“逆オイルショック”という言葉
がよく使われています。
今から約半年前の6月には、代表的な原油
価格であるWTI（米国で扱われる原油の
指標銘柄）は、1バレル当たり107ドル台で
した。ところが足もとの12月10日現在、同
価格は60ドルまで急落しています。
ガソリン価格なども下落し、日本に良い影
響を期待したいですね。

今年度2回目の移動例会。
池田会員が経営する"茶房　華"で和やかに行い
ました。

　

　

　

今宵は美味しいお食事と楽しいエンターテー
メント 天才ピアニスト北順佑さんのピアノ演
奏。又恒例のオークションもございます。肩
の力を抜いて大いに日頃のお疲れを癒して頂
ければ嬉しく存じます。
今夜も、E(笑顔)・H(拍手)・A(握手)を盛大
に、「明るく・楽しく・元気よく!」ごゆるり
とお過ごし下さいますようよろしくお願い致
します。

■年末クリスマス家族同伴例会

第1033回例会報告 12月17日（水）


