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本日の例会　　3月25日（水） 次週予告　　4月1日（水）
● ソング

● プログラム

「われらの生業」
　　　　　　草野　旦　会員
　卓話
　　　　大門　美智子　会員　　　
　　　　　　

● ソング

● プログラム   移動例会
               　　伊和志津神社にて　　　
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会長　小山　一子

　皆様今晩は!
彼岸の入りを迎えて、昨日から一気に暖かく
なりました。桜の開花も少し早まるのではな
いでしょうか？

1）こちらをご覧くださいませ。さて何でしょ
う？？「手続き要覧」ロータリアンの手引き
です。これをもとに3月14日（土）3時より、
尼崎アルカイックホテルにて「研修出前セミ
ナー」が開催され、栗田幹事・竹原研修リー
ダーと共に出席して参りました。ロータリー
についてのクイズがあり、40分間で必死に記
入して参りました。入会20年、一番勉強致し
ました（しんどかった！）又後日皆様と活用
させて頂くつもりですので、お楽しみに…。

★その折、クラブ主催の「高齢社会について
考える」パンフレット、許可を取り参加者全
員に配布して参りました。
皆様も配布よろしくお願い致します。

3）4月1日移動例会と、4月4日（土）三クラブ
合同例会の件につき、栗田幹事より報告があ
ります。

4）本日の卓話は、初めての林田会員です。楽
しみにしています。

★林田会員卓話お疲れ様でした。母君様（お
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◆出席報告

◆幹事報告
①柏原RC　深川先生の「青少年奉仕活動セミ
ナー」を５月１７日(日）開催。
場所：たんば黎明館　15:00～
　　　懇親会　17:00～　（5,000円）
皆様ご参加くださいとのことです。
②ガバナー事務所より「ローターアクト指導
者育成セミナー」参加案内が来ております。
場所：須磨の浦高校 　4月12日(日）13:00～
ご参加の方よろしくおねがいします。

◆リフレッシュエクササイズ　　　№264　
　
心と身体の両面を「健　幸」にし、「元気で
長生き」をしようと言う会「ほほえみ会」。
思いがけない病や不運命（まさか）など、イ
ザと言うときに「平常心」を保ち、明るく元
気に過ごせる、とてもユニークな「にこにこ
エクササイズ」です。

笑い話のようですが、お誘いした時に「今ど
こそこが悪いので、治ったら行きます」と仰
る方が多いです。世間の一般の考え方では、
エクササイズ（体操）は、健康で、元気な人
が行うもの、と思われていますが、「ほほえ
み会」の特徴は「心も身体もしんどい時、困
った時、疲れた時」ほど効果があります。
「疲れたと家でごろごろしているよりも、勇
気を出してきました」と出席され「やっぱり
来て良かった。心身共にさっぱりした」とに
こにこお帰り下さるお姿は私共の方が元気と
勇気を頂きます。（人の気を頂くこと大事）

まだまだ若くて、「気力・体力・笑力・話
力」が充分ある今の内から「健幸　貯金　
（筋）」に励んでおきましょう。健康はなく
してからでは、治るのに時間がかかります。
（手遅れになることも）＜遠慮なく「ほほえ
み会」をご利用・ご活用ください＞

「老　化」→「朗　化」
歳を重ねるほど「明るい笑顔」・「姿勢よ
く」・「言葉をハキハキ」・「深呼吸」
「快　食・快　便・快　眠・快　話」を。

★一日一生のつもりで、朝起きた時「さあ今

日も「顔(がん)　晴(ば)ろう！」
夜は、「今日も一日ありがとう・お疲れ様、
明日もよろしく！」と、体中に「ありがと
う・ありがとう」と言いながら休みましょ
う。眠っている間に「グレート・サムスィン
グ」が修復して下さいます。

★「健　幸」の源、笑顔は無料です。にこに
こ笑顔の形状記憶で、ご機嫌良くお過ごし下
さいませ。

次回をお楽しみに！

******************************
4月1日(水）移動例会が行われる伊和志津神社
　

　

　

　

年が私と余り変わらない）お大事になさって
下さいませ。フライチャイズ店のお話しは初
めて伺いましたが、皆様ももっともっとお聞
きしたかったと思います。続きはお茶の時間
にでも楽しみにしています。

■卓話
　　　　　　　　　　　林田　充弘　会員
テーマ
　　「コンビニエンスストア経営の実際」

　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　

１.ロータリーとは…自身のライフスタイルと
   比較再考。
２.ＦＣのシステムの凡例。
３.コンビニエンスストアの日常と問題点。

◆本日のソング
「それでこそロータリー」

田中　哲三　会員
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ひとくち

　日本でも米国でも、環境性能の高いハイ
ブリッドカー（HV）といえばトヨタ自動
車の「プリウス」であることは異論のない
ところです。そんなプリウスが、米カリ
フォルニア州ではすでに「エコカー」では
ないそうです。カリフォルニア州には自動
車メーカーに対して販売台数の一定割合を
「排気ガスゼロ車（ZEV）」とするよう
義務付けた、「ZEV規制」がありますが、
電気自動車(EV)や燃料電池車（FCV）の
みで規制をクリアすることはむずかしいた
め、HVや天然ガス車など排気ガスが極め
て少ないクリーンな車両を組み入れること
が許容されていたものの、規制は少しずつ
見直され、強化されています。2012年には
HVが規制の枠組みから外されているそう
です。
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