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本日の例会　　2月 4日（水） 次週予告　　2月18日（水）
● ソング

● プログラム

「君が代」「われらの生業」
　　　　　木本　玲子　会員
　卓　話
　　　　　田辺　朱希美　会員

● ソング

● プログラム　卓　話

「我等日本のロータリアンの歌」
　　　　　　桑田　昭世　会員

　　　　　　田中　哲三　会員
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　　　　　　　　　　　会　長　小山　一子
皆様今晩は
20日は「大寒」、寒さもいよいよ厳しく感じ
られます。インフルエンザにお気をつけ下さ
いませ。

本日のお客様「日本バングラデシュ友好ジョ
ブラウメシュ中等学校 理事長 大口忠男様、奥
様 十四子様」をお迎え致しております。
本日の卓話よろしくお願い致します。

1) 桑田会員のお世話で、中RCは制服が有りま
す。先々週の「芝池・石原会員」2名の新入会
員に本日「エンブレム」をお二方前お揃いの
時にお渡し致します。桑田会員に盛大な感謝
の拍手をお願い致します。

2) 本日のクラブフォーラム、会長の部は、前
期の分はすでに行っていますので、今回は後
期の活動計画のみ申し上げます。
・2月7日(土)13:00 I・Mの説明があります。 
・2月11日(祝日)グルメ同好会主催のバス旅行
・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」。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。
・4月中旬に熊本水前寺RCとのジョイント例会
・4月29日は「地区研修・協議会」
・6月3日は、恒例の阪上邸での移動例会
・6月24日、いよいよ最終例会です。
　よろしくお願い致します。

3)天才ピアニスト「北順佑さん」の演奏会
*日時 1月31日(土)16:30開演、「16:00 開場」に
変更
*場所「宝塚ホテル:宝寿の間」です。もう少し
お席に余裕があるそうですので、ふるってご
参加下さいませ。

4)今期のサブテーマ「E(笑顔)・H(拍手)・A(握
手)」でしたが、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、1月21日から今後は「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。 　　　　　以上

■卓話
　　　　　　　　　　　田村　久子　会員
テーマ
　「バングラディッシュの中学校建設に伴う
      机及び椅子の寄付を提案します」

　ロータリーの目的として綱領にもあるよう
に奉仕の理想があります。4つの奉仕の中で国
際奉仕の実践とは、ロータリアンが、国際理
解、親善、平和を推進するために行っている
さまざまなことが国際奉仕に繋がると理解し
ます。イスラム教徒が90%を占めるバングラデ
ィッシュの中で、仏教徒は0.01%　様々な軋轢
から生活の基盤を失いつつあり、若者が将来
の夢を描けない状況にあります。仏教国とし
て日本人が、学校建設にかける大口夫妻に共
感し、応援したいと思いました。
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　“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

　小山会長のクラブ運営方針の中で、ｶﾞﾊﾞﾅｰ
の行動方針「何か新しいことをしよう」　ク
ラブモットー「ボトムアップ」 細川国際奉仕
委員長の「世界社会奉仕プログラムの理解と
推進」の考えに添った活動になると考え、提
案しました。

私たちは、2009年から夫婦だけの国際ボラン
ティア活動「日本はアジアの国々と共に！」 
を展開している。
 アジアの国々を旅する中で、先の大戦の戦没
日本兵を慰霊し続ける現地の人々と接して感
謝の念を抱き、自分ができる国際貢献は何か
を考えたからである。
　その１つが、バングラデシュでの学校建設
だ。2014年、同国の子ども福祉施設を訪れ
て、リコーダー70本を贈呈した。ここを去る
時、孤児たちは教育レベルの高い歌や踊りで
謝意を表してくれた。学ぶ機会のなかった彼
らは、この施設で「学ぶ喜び」を体験し、人
としての誇りを高めている。改めて「教育の
力は偉大だ」と思った。この感動が、学校建
設を決意させた。
　2014年8月、同国政府の大臣や日本国大使館
名誉総領事などの臨席を得て、起工式を挙
行。2015年1月末に第１期工事分が完成、２月
に開校する（開校式典は3月20日予定）。この
中等学校建設は、71歳となった私たち夫婦の
人生における最後で最大の国際貢献である。
　

○馬場　和代君
　先日、日曜日の暖かい日に、神戸女学院チ
ャペルで次男が結婚式をいたしました。宝塚
ホテルで披露宴をし、藤井さんにお世話にな
りました。うれし涙の一日でした。ニコニコ
○桑田　昭世君
　桜のつぼみがふくらむまではまだ寒い日が
つづきますネ。この度は馬場様家おめでとう
ございました。どうぞお幸福に。ニコニコ
○野木　久子君
　先週の例会が終わり、夕刊を見て驚きまし
た。陳舜臣さんの訃報。30年位前から夏の
宵、私宅に来られ手作りの「おでん」を喜ん

で下さっています。「哀歓多」の短冊、私を
迎えてくれる玄関の壁面の軸、絵の一頁を御
照覧頂きたく持参しました。
○坂上　安夫君
　寒さ厳しい。血管が切れる！！！
何事も命あっての物種。来月は・・・？

　　　　本日合計　　　　　　 ￥30,000円
　　　本日までの累計　　　　￥541,000円

◆本日のソング
「我等日本のロータリアンの歌」
　　　　　　　　　　田村　久子　会員
◆出席報告

◆本日のゲスト
日本ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ友好ｼﾞｮﾌﾞﾗｳﾒｼｭ中等学校 
　　　　　　　　　　理事長 大口　忠男様
　　　　　　　　　　　　奥様 　十四子様
◆幹事報告
①熊本水前寺公園RCから「人吉球磨を歩く」
ポケットガイドが送られてきました。
これを機会に再度4月16，17，18日の合同例会
の参加を再検討ください。
②「第7回国際ロータリー全国RYLA研究会」
の案内がきています。3月22日(日）東京で。
③昭和を描く映画作品「ガランドウの虹」
2月21日(土）2月22日（日）ソリオホール
　　　　　　前売：3000円　当日：3200円

****************************************
池田　美江会員の卓話原稿（前号のつづき）

　知人の紹介で観光会社で働きながら好きな
デザインのスクールに1年間行きました。
そのころから海外旅行の楽しさを知りいろん
なところへ行きました。
　どこもそれぞれの国の良さがあってよかっ
たのですがやはり記憶に大きく残ってっるの
は、スイスの山で添乗員さんに、はしゃいで
はいけません！と言われてるにも関わらず ス
ケールの大きさに興奮して大はしゃぎをして
しまい、高山病になり息苦しくて立っていら
れず酸素の何だかをつけたことがありその時
一緒に行ったお友達には今でもいわれます。
　その後サラリーマンを10年程続けたころ、
仕事に対して色々納得のいかない事や差別を

感じ不愉快な思いをしたことも沢山あり色々
かんがえるようになりました。
　28才位の時だったと思います。色んなとこ
ろを旅行してたお陰でやりたい事とか方向性
は感じ取っていたのですが何かをしようと思
うとお金が必要でその時の私の貯金額は150万
位しかありませんでした。でも納得が行かな
いサラリーマンを続けるより独立を意識しま
した。そのためには、お金も必要ですが器量
も必要だと感じ、自分への投資が始まったん
です。
　まず、英会話 なぜか韓国語 、着付けに立ち
居振る舞い、お茶にお花は草月流、テーブル
マナーは和洋中全ての食事の食べ方。本来な
ら親に教えてもらうのでしょうか？私はあり
とあらゆるお教室に通いました。働きながら
ですのでそれに1年半かかりました。
　次にお金です。少しでも給料を高く貰える
ところと思い結婚式場で働き、化粧品の訪問
販売、そのお客様の奥様が家業をお世話下さ
りトラックの運転手、最終はホテルのブライ
ダルコーディネーターとして働きながら、化
粧品の訪問販売をし、夜はファミリーレスト
ランでバイト、休日はゴルフ場のレストラン
に派遣で  と休むことなく働きまして2年間で
1000万貯めたんです。これが私の唯一の自慢
です。
　その後、イタリアへ何度か渡りベネチアン
グラスの事を学び、スプランドールを立ち上
げ独立の道に入りました。入りましたが、そ
う簡単にはいかないですね！売れないんで
す。一生懸命作ったトンボ玉があまり売れな
くてビジネスに全くならないんです。生活も
ありますからこのままでは困ると必死に売ろ
うとしましたが月に数万円しが売れないんで
す。資金に限りがあるのでもう止めてサラリ
ーマンに戻ろうとした時に親友が手伝うから
もうちょっと頑張ろうよって言ってくれたこ
ろビーズブームが来て作品の転換をしまし
た。ビーズブームに乗っかったって感じで
す。といってもまだまだ生活出来るほどは稼
げず、百貨店へ出店申し込みすれば、無店舗
の人は出せないだとか？女性ばかりで搬入は
できるのかだとか？若いね?だとか？悔しい思
いを沢山しました。
　何度も何度も今は無き神戸阪急百貨店に行
き、あんたのもしつこいねえと言われてやっ
と出させて貰ったのを鮮明に覚えてます。。
私の粘り勝ちです！その後宝塚に縁ありイベ
ントで来た際にここの地形が気にいりお店を
だす運びになりました。お店をだしてもやは
り次の壁ですね。売り上げを追いすぎてダメ
です。でも売らなくては家賃も光熱費もかか

ります。そこで私は何故売れないのかを探る
ため、色んな書籍を読むようになりその中で
気付かせてもらったことがありました。自分
が売りたいものがお客様の買いたいものでは
ないんです。自分がいいと思ってもお客様が
いいと思うとは限らない！国が変われば考え
方も変わり、何を求めているのかを知らなけ
ればお勧めもできない。しかも、お店に来ら
れるお客様の目的は商品ばかりではないと学
びました。当たり前のことのようですがその
時はそんなことにすら気付かず売上ばかり追
っていました??
　そこから私は試しにものを売ることを止め
自分がされて嬉しいことをすることに徹底し
たのです。そしたら何と逆に商品が売れだし
たじゃないですか！！パッと売れず値下げば
かりしていたものが定価のままで売れだした
んです。同じ商品なのに考え方を変え物売り
を止めた途端、物が売れるようになり どうい
うこと？とびっくりした状況をこれもまた鮮
明に記憶しています。
　現在はいろんな仲間の協力で成り立ち仕事
を心から楽しむことが出来ています。27年度4
月より顧問税理士さんよりタイミングだとい
うことで法人成りすることも決めました。
個人とか会社とかを意識するタイプではあり
ませんが、新たなチャレンジをしてみようと
いうきっかけになったのはこの中ロータリー
クラブなんです。男女年齢も関係なく異業種
の方との交流で刺激も受けますし、私でもい
ろんな形で社会貢献が出来、関わることが出
来るんだ?と嬉しく感じました。
　この場をお借りして、それもこれもこの中
ロータリークラブに紹介下さった馬場さん
に、そして心良く迎えて下さった中ロータリ
ークラブの皆さんに感謝しています。
 これからも精進し、私流で仕事もプライベー
トもロータリーライフも楽しみたいと思いま
す。どうぞよろしくお願いします。（以上）
****************************************
☆☆2月のお祝い☆☆　　　　　　　　　　　
奥様（ご主人様）誕生日
　 6日　馬場常平様　 7日　阪上和子様
　13日  山本弥寿子様　15日　田中従子様
結婚記念日
　 9日　谷口敏彦・千鶴美様
　21日　坂上安夫・妙子様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

会長の時間

プログラム
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の参加を再検討ください。
②「第7回国際ロータリー全国RYLA研究会」
の案内がきています。3月22日(日）東京で。
③昭和を描く映画作品「ガランドウの虹」
2月21日(土）2月22日（日）ソリオホール
　　　　　　前売：3000円　当日：3200円

****************************************
池田　美江会員の卓話原稿（前号のつづき）

　知人の紹介で観光会社で働きながら好きな
デザインのスクールに1年間行きました。
そのころから海外旅行の楽しさを知りいろん
なところへ行きました。
　どこもそれぞれの国の良さがあってよかっ
たのですがやはり記憶に大きく残ってっるの
は、スイスの山で添乗員さんに、はしゃいで
はいけません！と言われてるにも関わらず ス
ケールの大きさに興奮して大はしゃぎをして
しまい、高山病になり息苦しくて立っていら
れず酸素の何だかをつけたことがありその時
一緒に行ったお友達には今でもいわれます。
　その後サラリーマンを10年程続けたころ、
仕事に対して色々納得のいかない事や差別を

感じ不愉快な思いをしたことも沢山あり色々
かんがえるようになりました。
　28才位の時だったと思います。色んなとこ
ろを旅行してたお陰でやりたい事とか方向性
は感じ取っていたのですが何かをしようと思
うとお金が必要でその時の私の貯金額は150万
位しかありませんでした。でも納得が行かな
いサラリーマンを続けるより独立を意識しま
した。そのためには、お金も必要ですが器量
も必要だと感じ、自分への投資が始まったん
です。
　まず、英会話 なぜか韓国語 、着付けに立ち
居振る舞い、お茶にお花は草月流、テーブル
マナーは和洋中全ての食事の食べ方。本来な
ら親に教えてもらうのでしょうか？私はあり
とあらゆるお教室に通いました。働きながら
ですのでそれに1年半かかりました。
　次にお金です。少しでも給料を高く貰える
ところと思い結婚式場で働き、化粧品の訪問
販売、そのお客様の奥様が家業をお世話下さ
りトラックの運転手、最終はホテルのブライ
ダルコーディネーターとして働きながら、化
粧品の訪問販売をし、夜はファミリーレスト
ランでバイト、休日はゴルフ場のレストラン
に派遣で  と休むことなく働きまして2年間で
1000万貯めたんです。これが私の唯一の自慢
です。
　その後、イタリアへ何度か渡りベネチアン
グラスの事を学び、スプランドールを立ち上
げ独立の道に入りました。入りましたが、そ
う簡単にはいかないですね！売れないんで
す。一生懸命作ったトンボ玉があまり売れな
くてビジネスに全くならないんです。生活も
ありますからこのままでは困ると必死に売ろ
うとしましたが月に数万円しが売れないんで
す。資金に限りがあるのでもう止めてサラリ
ーマンに戻ろうとした時に親友が手伝うから
もうちょっと頑張ろうよって言ってくれたこ
ろビーズブームが来て作品の転換をしまし
た。ビーズブームに乗っかったって感じで
す。といってもまだまだ生活出来るほどは稼
げず、百貨店へ出店申し込みすれば、無店舗
の人は出せないだとか？女性ばかりで搬入は
できるのかだとか？若いね?だとか？悔しい思
いを沢山しました。
　何度も何度も今は無き神戸阪急百貨店に行
き、あんたのもしつこいねえと言われてやっ
と出させて貰ったのを鮮明に覚えてます。。
私の粘り勝ちです！その後宝塚に縁ありイベ
ントで来た際にここの地形が気にいりお店を
だす運びになりました。お店をだしてもやは
り次の壁ですね。売り上げを追いすぎてダメ
です。でも売らなくては家賃も光熱費もかか

ります。そこで私は何故売れないのかを探る
ため、色んな書籍を読むようになりその中で
気付かせてもらったことがありました。自分
が売りたいものがお客様の買いたいものでは
ないんです。自分がいいと思ってもお客様が
いいと思うとは限らない！国が変われば考え
方も変わり、何を求めているのかを知らなけ
ればお勧めもできない。しかも、お店に来ら
れるお客様の目的は商品ばかりではないと学
びました。当たり前のことのようですがその
時はそんなことにすら気付かず売上ばかり追
っていました??
　そこから私は試しにものを売ることを止め
自分がされて嬉しいことをすることに徹底し
たのです。そしたら何と逆に商品が売れだし
たじゃないですか！！パッと売れず値下げば
かりしていたものが定価のままで売れだした
んです。同じ商品なのに考え方を変え物売り
を止めた途端、物が売れるようになり どうい
うこと？とびっくりした状況をこれもまた鮮
明に記憶しています。
　現在はいろんな仲間の協力で成り立ち仕事
を心から楽しむことが出来ています。27年度4
月より顧問税理士さんよりタイミングだとい
うことで法人成りすることも決めました。
個人とか会社とかを意識するタイプではあり
ませんが、新たなチャレンジをしてみようと
いうきっかけになったのはこの中ロータリー
クラブなんです。男女年齢も関係なく異業種
の方との交流で刺激も受けますし、私でもい
ろんな形で社会貢献が出来、関わることが出
来るんだ?と嬉しく感じました。
　この場をお借りして、それもこれもこの中
ロータリークラブに紹介下さった馬場さん
に、そして心良く迎えて下さった中ロータリ
ークラブの皆さんに感謝しています。
 これからも精進し、私流で仕事もプライベー
トもロータリーライフも楽しみたいと思いま
す。どうぞよろしくお願いします。（以上）
****************************************
☆☆2月のお祝い☆☆　　　　　　　　　　　
奥様（ご主人様）誕生日
　 6日　馬場常平様　 7日　阪上和子様
　13日  山本弥寿子様　15日　田中従子様
結婚記念日
　 9日　谷口敏彦・千鶴美様
　21日　坂上安夫・妙子様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　



　　　　　　　　　　　会　長　小山　一子
皆様今晩は
20日は「大寒」、寒さもいよいよ厳しく感じ
られます。インフルエンザにお気をつけ下さ
いませ。
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■卓話
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テーマ
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