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　　　　　　　　　　　会　長　小山　一子

皆様今晩は
 本日のお客様、新入会者「橋本有輝会員」の
奥様「美保様」、長女「香花（ももか）ちゃ
ん」5歳、長男「律玖（リク）クン」3歳、次
男「珂偉（カイ）クン」2歳です。ようこそお
越しくださいました。ごゆっくりお過ごし下
さいませ。

◆昨日は珍しい5月の台風6号でしたが、本日
は台風一過の上天気となりました。

◆本日は嬉しい「橋本有輝さん」の入会式。
紹介者は阪上栄樹会員、芝池会員に続き二人
目です。会員増強・退会防止委員長の面目躍
如、ありがとうございます。
橋本会員おめでとうございます。紹介者の阪
上会員は今期も皆勤賞です。橋本会員も欠席
は仕方が無いことですが、必ずメーキャップ
をなさり、出席率100％に挑戦なさってくださ
い。焦らず、ぼつぼつ慣れて行かれ、良いロ
ータリーライフを楽しんで下さい。
クラブの平均年齢ぐっと引き下げて下さりあ
りがとうございます。ご活躍をお祈りしてい
ます。おめでとうございます！（拍手！）

皆様、期末に皆勤者に心ばかりの賞品が有り
ます。お楽しみに！

◆4月25日（土）の講演会、参加者は100名を

超え、大盛会でした。講演者の中村・那須両
講師の講演はとても好評で、ご出席の皆様は
とても熱心にお聞き下さり、Ｑ＆Ａも活発で
した。小山も途中でちょっぴり「リフレッシ
ュエクササイズ」を行いました。
　午後5時からの「華さん」にての懇親会も、
熊本土産の球磨焼酎を堪能して頂きました。
池田会員ありがとうございました。ご家族の
皆様にもよろしくお伝え下さいませ。
＊宝塚市へ報告書を提出致します。

◆6月24日、最終例会。
昨年末「家族例会」にて力強い演奏をして下
さった「天才ピアニスト北　順佑氏」が久々
の一時帰国時に駆けつけてくださいます。
一段と素晴らしくなった演奏を堪能なさって
くださいませ。
ご家族・ご友人知人にお声掛け宜しくお願い
致しておきます。

★5月5日、子供の日（火・祝日）13：00～川
西市「みつなかホール」に於て、三宝鉄道・
コンサート「テレマン室内オーケストラ」が
開催され主人と行って参りました。谷口会員
ご夫妻にお目に掛かりました。馬場会員ご夫
妻も出席下さったそうです。
若かりし頃からのファンで、楽しみに参りま
したが、余分なものがそぎ落とされ、素晴ら
しく感動の一時でした。芝池会員ありがとう
ございました。

◆本日は、地区研修協議会報告です。よろし
くお願い致します。
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■地区研修・協議会報告

□職業奉仕部門　　　　　委員長　細川洋一

篠山クラブの藤井恵一さんが委員長。
職業奉仕資料と職業奉仕入門の資料が配られ
る。職業奉仕資料には　①ﾛｰﾀﾘｰの目的　②四
つのテスト　③ﾛｰﾀﾘｰ道徳律　④ﾛｰﾀﾘｰ職業訓
　⑤ﾛｰﾀﾘｱﾝの職業宣言　⑥ﾛｰﾀﾘｰの行動規範　
⑦決議23-24　が書かれている。職業奉仕入門
も同じようなことと、職業奉仕はどのように
実践できるかというのと、職業研修と職業能
力の向上について書かれていた。
その後安平ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰが企業の社会的責任と
職業奉仕と一致しているという話があった
さらにテーブル毎に７クラブぐらいで各クラ
ブの職業奉仕活動の取り組み　あるいは、出
席者が疑問に思っていることについて話あわ
れた。取り組みは企業訪問・表彰が主なもの
であった。

** 他の部門は追って掲載します。**

○馬場　和代君
４月25日の講演会の御礼。
先日5/4三宝鉄道フェアーとフルートピアノ演
奏会楽しませてもらいました。その翌日はみ
つなかホールでのコンサートとても素晴らし
く感動でした。特にオーボエ演奏よかったで
す。芝池さん本当にありがとうございまし
た。ニコニコ
本日は橋本さんご入会おめでとうございま
す。ご家族皆様ようこそ

○芝池　巌君
ゴールデンウィーク中にアステ川西で三宝鉄
道レールフェアの催事と三宝鉄道コンサート
を大盛況に開催出来ました。宝塚中RCの皆様
も大勢お越しいただきお世話になりました。
ありがとうございました。

○阪上　栄樹君
橋本様御入会おめでとうございます。若さで
クラブに変化をもたらして下さい。

◆本日のソング
「それでこそロータリー」
                      大門　美智子　会員

◆出席報告

◆幹事報告
①ライラセミナー受講生受け入れました。
②6月3日（水）移動例会（阪上邸）18：00～
　大人3000円　　子供1000円（小学生以下）
③6月24日（水）最終例会　18：30～
　　北順佑氏のピアノ演奏会
　　お客さん歓迎　1人5000円
④宝塚３クラブコンペ　案内がきています。
　　7/11（土）宝塚高原ゴルフクラブ
⑤ネパール震災の寄付お願い致します

◆橋本有輝さんの入会式を行いました。紹介
者は阪上栄樹会員です。

奥様「美保様」、長女「香花（ももか）ちゃ
ん」5歳、長男「律玖（リク）クン」3歳、次
男「珂偉（カイ）クン」2歳です。

◆5月誕生日の新入会橋本会員と、チャーター
メンバー谷口会員です。
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◆橋本有輝さんの入会式を行いました。紹介
者は阪上栄樹会員です。

奥様「美保様」、長女「香花（ももか）ちゃ
ん」5歳、長男「律玖（リク）クン」3歳、次
男「珂偉（カイ）クン」2歳です。

◆5月誕生日の新入会橋本会員と、チャーター
メンバー谷口会員です。

　

　

3

ひとくち

　スマートフォン利用者の８割が、スマホ
に「かなり依存」もしくは「やや依存」し
ていると答えています。全体の約４割が1
日に3時間以上使っているという調査もあ
るほどです。便利なスマホですが、睡眠時
間が減ったり、仕事に悪影響があれば改善
する必要があります。この依存傾向を治す
ために、最近では「デジタルデトックス」
という呼びかけが行われています。①充電
器を枕元に置かない＝寝るときにスマホを
使わない②「禁スマートフォン」の時間を
作るなど、この対策は大人から実践するこ
とが大切ですね。


