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　　　　　　　　　　　会　長　小山　一子
皆様今晩は
昨日は「大寒」でしたが、新年より少し日ざ
しも長くなり、寒さも和らいでいるように感
じられます。

本日のお客様古典芸術振興会より「井田敏美
様」ようこそ。どうぞごゆっくりお過ごし下
さいませ。

1) 「スポーツ百貨店」宝塚市テニス協会「創
立30周年記念」が1月17(土)・18(日)両日に渡
り、盛大に行われました。
ご多用の中お手伝いに駆けつけて下さいまし
たメンバーの皆様に心より感謝申し上げま
す。オークションにも多大なご協力ありがと
うございました。感謝の盾と記念品を頂いて
いますのでご覧下さいませ。記念品は後ほど
皆様に配布させて頂きます。

2) 先週は嬉しい新入会員の入会式がございま
した。「芝池 巌会員」と「石原正裕会員」が
晴れてメンバーとなって下さいました。おめ
でとうございます。もう一度盛大な歓迎の
拍手をお願い致します。

3)2月7日(土)13:00 開始のI・Mの説明がありま
す。

4) 2月28日(土)・3月1日(日)両日に渡り開催され
ます年に一度の「地区大会」。

3)・4)共に年初よりお知らせしていますので、
万障お繰り合わせの上多数の皆様のご出席を
お願い致します。

5)天才ピアニスト「北順佑さん」のピアノ演奏
会
*日時 1月31日(土)16:00 開演、15:30 開場
場所「宝塚ホテル:宝寿の間」です。ふるって
ご参集下さいませ(本日も回覧致します)

6) 今期のサブテーマ「E(笑顔)・H(拍手)・A(握
手)」は十分に達成されており嬉しく存じおり
ます。最後の「A」につき、川添会員より、こ
れからは「挨拶」にしてはどうかと提案を頂
き、なるほどと思い、1月21日をもって今後
は「E(笑顔)・H(拍手)・A(挨拶)」と致したく、
よろしくお願い致します。

■卓話
　　　　　　　　　　　竹原　善記　会員
テーマ
　「近頃思うこと」
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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

・我が青春の映画スター
・我がロータリー歴と関わった人々
・世界がもし100人の村だったら
・阪神愛震災から20年にして思うこと。
・人との関わり方
・ロータリーの寛容の心とは
・ロータリークラブの今を考える
・知床の旅

○古川　彰治君
　本日のイベント、パーティーでは皆様方に
は大変お世話になりました。感謝感謝です。

○細川　洋一君
　休んでばかりで　すみません。

○木本　玲子君
（俳句）「新年に　慶びの文字　動き出す」
お正月より嬉しいことがありました。やっと
大きな荷物を下ろすことが出来、感謝です。

○槙野　稔君
　1月17日、18日御苦労様でした。古川さんお
疲れさまでした。ニコニコ

○芝池　巌君
 　新年の三宝鉄道レールフェアとコンサート
が大盛会で終わりました。ご来場いただきま
した皆さんありがとうございました。

　　　　本日合計　　　　　　 ￥29,000円
　　　本日までの累計　　　　￥511,000円

◆本日のソング
「四つのテスト」
　　　　　　　　　　大門　美智子　会員

◆出席報告

◆本日のゲスト
古典芸術振興会　　
　　　　　　　　　　　　　井田　敏美様

◆幹事報告
①1月17.18　テニス協会30周年記念、皆様ご苦

労様でした。記念品がきております。

②2月7日（土）IM、全員参加ですが、御用で
参加できない方、ご連絡お願いします。

③2月28日、3月1日　地区大会参加の申し込み
を本日行います。
なるべく全員参加お願いします。各会への細
かい参加内容も合わせてお願いします。

④本日、理事役員会行います。理事役員の方
お残り下さい。

⑤次回、本年度下半期の活動計画の発表を行
います。各委員会の委員長様、各1，2分程度
でよろしくお願いします。

4月25日（土）13：30～当クラブ主催の市民講
座を行いたいと思います。
那須Dr 中村Dr　　

*****************************************

池田　美江会員の卓話原稿
                  第1034回例会（12月24日）

 今日は私の卓話ということで、何を話したら
いいのだろうと考えました。
Xmasイブだしな?と考えましたが特に芸があ
るわけでもないので私の生まれ育った故郷の
紹介と現在のお仕事にめぐり合うまでの経路
をお話します。

 まず生まれたのは北海道は函館市でやはりふ
るさとだからなのか函館が大好きです。
皆さんも旅行で行かれた事のあるの方が多い
のではと思うのですが、函館という街は人口
27万人程で札幌市の200万人弱の人口に比べる
ととても小さい街です。
でも観光名所としては数多くご案内できると
ころがありまして1番に有名なのは函館夜景で
す！函館山へは車か高速 ?? ロープウェイで上
がります。私は2～3年に1度 帰郷しますが必ず
函館山の夜景は観に上がります。

 それと函館には有名な朝市があります。今で
はこっちの方が一番の観光名所になってるの
ではないでしょうか。なんせ凄い活気です！
朝市の中ほどにイカが泳いでいるところがあ
りましてそれを釣り上げてその場でお刺身で
食べれるんですがこれがとても美味しいで
す。とにかく右みても左みてもカニ  カニ  カ
ニ みたいな。たいてい試食が出来るので、観

光に来られた方はタラバカニ  毛ガニ  花咲蟹  
それぞれのカニを味わえます。どれも美味し
いですが私は毛ガニが一番の好きです。
なので古川さんの功労賞の宴の抽選で 私毛ガ
ニが当たったんです！！嬉しくってとっても
美味しく頂きました??
で市場の中には普段は全くおつき合いはない
のですが、地元というのもあり中高の同級生
もいて行くと、あれ  久っさしぶりだな?   元気
でやってだのがい？  みたいにって向こうの方
言で声をかけてくれるものだから私もつい方
言が出てしまい、関西から一緒に行ったお友
達によく笑われて 教えて?とか言われてました
ね。

  後は坂道が多い街でそれぞれの坂に名前がつ
いてるんです！八幡坂  千歳坂  弥生坂  日和坂  
護国神社坂　大三坂・チャチャ登り とかもあ
りました。全ての坂の名前は何かにちなんで
つけられたものばかりのようです。
例えば、大三坂・チャチャ登りは その坂で宿
を営んでいた大三印 義兵衛さんという方の名
前に因み大三坂！
チャチャ登り は アイヌ語でチャチャはおじい
さんのこと。おじいさんのように腰を曲げて
登るほど急な坂道から名ずけられ、大三坂・
チャチャ登りになったそうです。何せ全て覚
えていませんが もっともっと沢山の坂があり
ます。そのそれぞれの坂道を登ると丘の上に
は異国を想わせる 旧函館区公会堂 とかカトリ
ック教会等があり、あこがれに続く坂道とも
言われています。

 その大好きは函館を出るきっかけになったの
は 私の実家は祖母が会長を務める天理教の教
会だったんです。小さい時からいつも人が家
にきていてとても落ち着きませんでしたね！
でその教会の絡みで理由はよくわかりません
でしたが、父と母が関西の教会の方へくるこ
とになり、私も仕方なく高校を転校します。
しかししばらくするとまた函館に戻ることに
なったというじゃないですか！
でも私はすでにこっちの学校でお友達ができ
て楽しかったので遠い親戚が保護者代わりと
いうことで残してもらいました。その後、卒
業して家が貧乏でしたので大学へは行ってい
ません。
そして函館にもどりましたが、関西にお友達
が多くいたのですぐに出てきました。
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　・・次号に続く

*****************************************
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ます。最後の「A」につき、川添会員より、こ
れからは「挨拶」にしてはどうかと提案を頂
き、なるほどと思い、1月21日をもって今後
は「E(笑顔)・H(拍手)・A(挨拶)」と致したく、
よろしくお願い致します。

■卓話
　　　　　　　　　　　竹原　善記　会員
テーマ
　「近頃思うこと」

・我が青春の映画スター
・我がロータリー歴と関わった人々
・世界がもし100人の村だったら
・阪神愛震災から20年にして思うこと。
・人との関わり方
・ロータリーの寛容の心とは
・ロータリークラブの今を考える
・知床の旅

○古川　彰治君
　本日のイベント、パーティーでは皆様方に
は大変お世話になりました。感謝感謝です。

○細川　洋一君
　休んでばかりで　すみません。

○木本　玲子君
（俳句）「新年に　慶びの文字　動き出す」
お正月より嬉しいことがありました。やっと
大きな荷物を下ろすことが出来、感謝です。

○槙野　稔君
　1月17日、18日御苦労様でした。古川さんお
疲れさまでした。ニコニコ

○芝池　巌君
 　新年の三宝鉄道レールフェアとコンサート
が大盛会で終わりました。ご来場いただきま
した皆さんありがとうございました。

　　　　本日合計　　　　　　 ￥29,000円
　　　本日までの累計　　　　￥511,000円

◆本日のソング
「四つのテスト」
　　　　　　　　　　大門　美智子　会員

◆出席報告

◆本日のゲスト
古典芸術振興会　　
　　　　　　　　　　　　　井田　敏美様

◆幹事報告
①1月17.18　テニス協会30周年記念、皆様ご苦

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

　米マイクロソフト（ＭＳ）は今年秋に
発売予定の次期基本ソフト(OS)「ウィン
ドウズ10」を「７」以降の利用者に無料
で提供すると発表しました。発売後１年
間の期間限定とはいえ、最新OSをユー
ザーに無料で提供するのは初めてです。
「８」による買い替え戦略が不発に終
わったため、米アップルやグーグルの攻
勢を前に、利用者の囲い込みを優先する
作戦です。果たしてうまくいきますか？

労様でした。記念品がきております。

②2月7日（土）IM、全員参加ですが、御用で
参加できない方、ご連絡お願いします。

③2月28日、3月1日　地区大会参加の申し込み
を本日行います。
なるべく全員参加お願いします。各会への細
かい参加内容も合わせてお願いします。

④本日、理事役員会行います。理事役員の方
お残り下さい。

⑤次回、本年度下半期の活動計画の発表を行
います。各委員会の委員長様、各1，2分程度
でよろしくお願いします。

4月25日（土）13：30～当クラブ主催の市民講
座を行いたいと思います。
那須Dr 中村Dr　　

*****************************************

池田　美江会員の卓話原稿
                  第1034回例会（12月24日）

 今日は私の卓話ということで、何を話したら
いいのだろうと考えました。
Xmasイブだしな?と考えましたが特に芸があ
るわけでもないので私の生まれ育った故郷の
紹介と現在のお仕事にめぐり合うまでの経路
をお話します。

 まず生まれたのは北海道は函館市でやはりふ
るさとだからなのか函館が大好きです。
皆さんも旅行で行かれた事のあるの方が多い
のではと思うのですが、函館という街は人口
27万人程で札幌市の200万人弱の人口に比べる
ととても小さい街です。
でも観光名所としては数多くご案内できると
ころがありまして1番に有名なのは函館夜景で
す！函館山へは車か高速 ?? ロープウェイで上
がります。私は2～3年に1度 帰郷しますが必ず
函館山の夜景は観に上がります。

 それと函館には有名な朝市があります。今で
はこっちの方が一番の観光名所になってるの
ではないでしょうか。なんせ凄い活気です！
朝市の中ほどにイカが泳いでいるところがあ
りましてそれを釣り上げてその場でお刺身で
食べれるんですがこれがとても美味しいで
す。とにかく右みても左みてもカニ  カニ  カ
ニ みたいな。たいてい試食が出来るので、観

光に来られた方はタラバカニ  毛ガニ  花咲蟹  
それぞれのカニを味わえます。どれも美味し
いですが私は毛ガニが一番の好きです。
なので古川さんの功労賞の宴の抽選で 私毛ガ
ニが当たったんです！！嬉しくってとっても
美味しく頂きました??
で市場の中には普段は全くおつき合いはない
のですが、地元というのもあり中高の同級生
もいて行くと、あれ  久っさしぶりだな?   元気
でやってだのがい？  みたいにって向こうの方
言で声をかけてくれるものだから私もつい方
言が出てしまい、関西から一緒に行ったお友
達によく笑われて 教えて?とか言われてました
ね。

  後は坂道が多い街でそれぞれの坂に名前がつ
いてるんです！八幡坂  千歳坂  弥生坂  日和坂  
護国神社坂　大三坂・チャチャ登り とかもあ
りました。全ての坂の名前は何かにちなんで
つけられたものばかりのようです。
例えば、大三坂・チャチャ登りは その坂で宿
を営んでいた大三印 義兵衛さんという方の名
前に因み大三坂！
チャチャ登り は アイヌ語でチャチャはおじい
さんのこと。おじいさんのように腰を曲げて
登るほど急な坂道から名ずけられ、大三坂・
チャチャ登りになったそうです。何せ全て覚
えていませんが もっともっと沢山の坂があり
ます。そのそれぞれの坂道を登ると丘の上に
は異国を想わせる 旧函館区公会堂 とかカトリ
ック教会等があり、あこがれに続く坂道とも
言われています。

 その大好きは函館を出るきっかけになったの
は 私の実家は祖母が会長を務める天理教の教
会だったんです。小さい時からいつも人が家
にきていてとても落ち着きませんでしたね！
でその教会の絡みで理由はよくわかりません
でしたが、父と母が関西の教会の方へくるこ
とになり、私も仕方なく高校を転校します。
しかししばらくするとまた函館に戻ることに
なったというじゃないですか！
でも私はすでにこっちの学校でお友達ができ
て楽しかったので遠い親戚が保護者代わりと
いうことで残してもらいました。その後、卒
業して家が貧乏でしたので大学へは行ってい
ません。
そして函館にもどりましたが、関西にお友達
が多くいたのですぐに出てきました。
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　・・次号に続く

*****************************************
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