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本日の例会　　4月22日（水） 次週予告　　5月13日（水）
● ソング

● プログラム

「四つのテスト」
　　　　　馬場　和代　会員
　卓話
　　　　　蓮尾　春輝　会員　　　
　　　　　　

● ソング　　「それでこそロータリー」

● プログラム   クラブ協議会
               　　　　地区協議会報告　　　
　　　　　　　　　　　　

　　　　　大門　美智子　会員　　　 
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会長　小山　一子

　皆様今晩は!
1）4月4日（土）3クラブ合同例会でした。宝
塚ＲＣクラブへ初めての女性会員が入会され
たと紹介がありました。武庫川ＲＣへメーキ
ャップに行かれたと伺い、基本を守っていら
っしゃるなと感服致しました。
★皆様も欠席は仕方が無いことですが、メー
キャップ、くれぐれもよろしくお願い致しま
す。

2）今月は「雑誌月刊」「ロータリーの友」4
月号、縦書きＰ4に「「日本の再生」地域の役
割と文化芸術の力」と題し、前文化庁長官　
近藤　誠氏のスピーチが掲載されています。
お帰りになりましたら、じっくりとお目通し
下さいませ。どのＰを繰ましても読みごたえ
があります。

3）4月17・18・19（日）二泊三日で、姉妹ク
ラブの熊本水前寺公園RC行です。体調を整え
元気に参りましょう。

4）4月25日（土）の講演会が迫って参りまし
た。講演者の中村・那須先生初め、全会員の
皆様のご協力よろしくお願い致しておきま
す。終了後の「華さん」にての懇親会、どう
ぞお楽しみに！

5）4月8日（水）AM11時より、宝塚中ＲＣ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
○草野　旦君
　４月も半ばだというのに、この寒さはなん
でしょう！
桜もすっかり散ったというのにね・・・。
　　　
　　　　　本日合計      　　3,000円
　　　　　本日までの累計　676,000円　　

◆本日のソング
「Be a Rotarian」

栗田　義博　会員

◆出席報告

◆幹事報告
①地区囲碁大会
6月7日(日）神戸勤労会館　9:50～16:30
             5,000円
②RYRAセミナー
受講生の推薦のお願い
③次回　4月22日　例会に中川市長がお礼に来
られます。
④6月24日(水)最終例会
6時30分から開始します。北さんの演奏を1時
間取りたいと思っております
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　　　№265　

超高齢化の我が国、皆様お金持ちが多いため
か、若くて元気な間から先のことを心配しな
くても、お金があるから・医師に知り合いが
多いから大丈夫と仰る方が多いです。
イザと言った時には医師や薬の頼り、後は自
己責任で心身のコントロールを行い「元気で
長生き」「健康長寿」「生涯　人間現役」を
目指しましょう！
◆「自然治癒能力・免疫力・修復能力などの
活性化」
　　＜寝たきり、認知症予防と改善法＞

1）笑　顔…ミラートレーニング　　
目線を上げて「ニカー」と笑う
「嬉しい」「楽しい」「素晴らしい」「有難
い」「美味しい」「優しい」「美しい」「ラ

ッキー」「暖かい」…

2）関節を柔軟にする（サビつかさない）
　筋肉をつける
3）深呼吸…関節をオーバーに動かしながら

4）元気な声で数えながら（息が吐ける）

5）クンバハカ…眼力・眼光、目力。活力が漲
る。早く平常心に戻れる。
・肩の力を抜いて下げる
・肛門を閉める
・丹田に気を込める
・一瞬呼吸を止める（偶数月は親指を中にし
て、奇数月は親指を外に
て小指を意識して握りしめる）

6）3Ｐ［Ｐ・Ｐ・Ｐ］…ピン・ピン・ぽっく
り
★自分の体の声を聞きながら無理なく行う。
★質問、行い方など遠慮なく質問し、活用下
さい。
★寒暖の差が激しく、自律神経が変調を来た
します。ニカニカ笑顔でお続けくださいま
せ。

　

　

　4）についてのＰＲのためFM宝塚に阪上・
田邊・小山3名が出演致しました。
ＣＤを作成して下さっていますので、時間の
取れた時にお聞き頂きたく思っています。

6）今夜の卓話は、古川会員です。時間をたっ
ぷり取りたいため、この辺で終わります。

■卓話
　　　　　　　　　　　古川　彰二　会員
テーマ
　　「スポーツを取り巻く環境について」

１　スポーツ庁発足
　　体育　→　スポーツへ
（文部科学省・通商産業省・厚生労働省）
２　暴力・体罰・しつけの違い
３　訴訟問題　　
　　　高槻の体協破綻
　　　ｻｯｶｰﾎﾞｰﾙ事件で親の賠償責任認めず
４　ルール・仕組みの問題
５　テニス国際大会の仕組み

会長の時間

プログラム
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　サントリー食品は17日、水系飲料「サン
トリー南アルプスの天然水＆ヨーグリー
ナ」の出荷を一時中止すると発表しました。
14日に発売したものの、注文量が想定を大
きく上回り、生産が追いつかないためとし
ています。短期間に2回の出荷休止という
事態に、消費者の購買意欲をあおる「品薄
商法」や「あおり商法」ではないかという
批判がありますが、「需要を読み間違えた
ためで、そういったことは一切ない」（小
郷副社長）と全面的に否定しています。
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