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　　　　　　　　　　　会　長　小山　一子

皆様今晩は
◆先週は橋本有輝会員のファミリーをお迎え
し、嬉しい入会式を行いました。クラブの平
均年齢ぐっと引き下げて下さり嬉しく存じま
した。

◆4月25日（土）の講演会、参加者は100名を
超え、大盛会でした。
その折の宝塚市へ報告書を提出致しました。
（社会奉仕委員長、馬場会員より）
＊アンケートの集計中です

◆先週配布されました「神戸っ子」のＰ64～
67をご覧くださいませ。
滝澤功治ガバナーの「世界の子供たちにポリ
オワクチンを！」と題した記事が掲載されて
います。恐悦至極でございます。

◆5月17日（日）15時より、柏原ＲＣ主催によ
ります「深川純一Ｐ・Ｇ　青少年奉仕　特別
セミナー」に会長小山、栗田幹事・野木青少
年奉仕委員長と共に出席して参りました。
深川ＰＧのお話は、何度伺っても心に染み入
り感動の連続でございました。
会場の「たんば黎明館」は母校でありなが
ら、旧校舎は名称が変わり、昔の面影がすっ
かり変わっていて、恥ずかしながら道を間違
えてしまい大笑い致しました。報告は野木会
員、栗田幹事にお願い致しました。

皆様もセミナーなどに出席の時には、次週の
スポットにて報告をお願い致します。今期の
モットーでもありますように、労を労うと同
時に、メンバー全員に輝いて頂きたいと言う
想いでございます。

◆5月18日（月）宝塚中プロバスクラブの例会
に、野木・石原・前田・池田会員と馬場会員
のゲスト「和田山様」計5名が出席下さいまし
た。後日感想などお聞きいたします。お疲れ
様でした。ありがとうございました。

◆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・ご友人知人様用の案内状を配布して
います。後程幹事報告にて、詳細をお知らせ
いたしますので、お声掛け宜しくお願い致し
ておきます。

◆今夜の卓話は、馬場会員でございます。楽
しみに致しております。

■卓話
　　　　　　　　　　　　馬場　和代　会員
　テーマ
　「弥生時代から江戸時代への着物の変遷」
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○谷口　敏彦君
今日の体操で何となくさわやかな気分になり
ました。

○竹原　善記君
何か楽しいことしましょうよ！

○桑田　昭世君
青葉いっぱいの季節になってまいりました。
夏を思わせる様な日々が続きます。今期も残
りわずかとなりました。ステキな夏が来ます
ネ。　　ニコニコ

○草野　旦君
久しぶりです。しばらくの御無沙汰おゆるし
下さい。

○馬場　和代君
本日の卓話は私。衣服の歴史と江戸の着物の
話がどうなりますことやら。資料は各テーブ
ルに2部づつ置いています。楽しんでいただけ
ればうれしいです。　　ニコニコ

　　　　　　　　　　本日の合計　23,000円

◆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ﾛｰﾀｰｱｸﾄ2680地区大会が6月21日（日）洲本
で行われます。（11:00～18:30）ＲＣ会員は

1200円の参加費がいるそうです。
参加される方は会費、ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑがきております
ので申し出てください。
②薬物乱用防止啓発ｷｬﾝﾍﾟｰﾝが6月20日（土）
宝塚駅で13:30～15:00まで行われます。
（ダメ、ゼッタイ運動）
③宝塚市ﾌﾗﾜｰ都市交流会の案内が来ていま
す。7月5日（日）～7月6日（月）北海道中富
良野町であるそうです。
参加費は各自約10万円とのことです。
④最終例会の人数確認のｱﾝｹｰﾄを本日より回し
ます。会員以外の方へのﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ、会長が作っ
て下さいました。皆様ぜひお誘い合わせ下さ
い。
⑤バヌアツ共和国への寄付のお願いがきてお
ります。1冊2000円の民話集の購入をお願いし
たいとのことです。購入して頂ける方はお名
前をお書き下さい。
⑥宝塚中ＲＣ親睦ｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟ　6月21日（日）
9:45集合で宝塚高原ＧＣで行います。
⑦理事、役員会を開きますので理事、役員の
方はお残り下さい。

リフレッシュエクササイズ　　　№266　　

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！　　　　　　

　　

　

会長の時間

　

「君が代」　「Be a Rotarian」
　　　　　桑田　昭世　会員

「我等日本のロータリアンの歌」
　　　　 木本　玲子　会員

　移動例会
　阪上会員宅にて「ほたる鑑賞」

プログラム



　　　　　　　　　　　会　長　小山　一子

皆様今晩は
◆先週は橋本有輝会員のファミリーをお迎え
し、嬉しい入会式を行いました。クラブの平
均年齢ぐっと引き下げて下さり嬉しく存じま
した。

◆4月25日（土）の講演会、参加者は100名を
超え、大盛会でした。
その折の宝塚市へ報告書を提出致しました。
（社会奉仕委員長、馬場会員より）
＊アンケートの集計中です

◆先週配布されました「神戸っ子」のＰ64～
67をご覧くださいませ。
滝澤功治ガバナーの「世界の子供たちにポリ
オワクチンを！」と題した記事が掲載されて
います。恐悦至極でございます。

◆5月17日（日）15時より、柏原ＲＣ主催によ
ります「深川純一Ｐ・Ｇ　青少年奉仕　特別
セミナー」に会長小山、栗田幹事・野木青少
年奉仕委員長と共に出席して参りました。
深川ＰＧのお話は、何度伺っても心に染み入
り感動の連続でございました。
会場の「たんば黎明館」は母校でありなが
ら、旧校舎は名称が変わり、昔の面影がすっ
かり変わっていて、恥ずかしながら道を間違
えてしまい大笑い致しました。報告は野木会
員、栗田幹事にお願い致しました。

皆様もセミナーなどに出席の時には、次週の
スポットにて報告をお願い致します。今期の
モットーでもありますように、労を労うと同
時に、メンバー全員に輝いて頂きたいと言う
想いでございます。

◆5月18日（月）宝塚中プロバスクラブの例会
に、野木・石原・前田・池田会員と馬場会員
のゲスト「和田山様」計5名が出席下さいまし
た。後日感想などお聞きいたします。お疲れ
様でした。ありがとうございました。

◆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・ご友人知人様用の案内状を配布して
います。後程幹事報告にて、詳細をお知らせ
いたしますので、お声掛け宜しくお願い致し
ておきます。

◆今夜の卓話は、馬場会員でございます。楽
しみに致しております。

■卓話
　　　　　　　　　　　　馬場　和代　会員
　テーマ
　「弥生時代から江戸時代への着物の変遷」

2

ニコニコ箱
○谷口　敏彦君
今日の体操で何となくさわやかな気分になり
ました。

○竹原　善記君
何か楽しいことしましょうよ！

○桑田　昭世君
青葉いっぱいの季節になってまいりました。
夏を思わせる様な日々が続きます。今期も残
りわずかとなりました。ステキな夏が来ます
ネ。　　ニコニコ

○草野　旦君
久しぶりです。しばらくの御無沙汰おゆるし
下さい。

○馬場　和代君
本日の卓話は私。衣服の歴史と江戸の着物の
話がどうなりますことやら。資料は各テーブ
ルに2部づつ置いています。楽しんでいただけ
ればうれしいです。　　ニコニコ

　　　　　　　　　　本日の合計　23,000円

◆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ﾛｰﾀｰｱｸﾄ2680地区大会が6月21日（日）洲本
で行われます。（11:00～18:30）ＲＣ会員は

週間報告

メイキャップ出席免除者会員数 算　定 本　日 出席率

前々回
3月11日

本　日 33

32

2

2

31

30 

26

28 2 

83.87

 100

1200円の参加費がいるそうです。
参加される方は会費、ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑがきております
ので申し出てください。
②薬物乱用防止啓発ｷｬﾝﾍﾟｰﾝが6月20日（土）
宝塚駅で13:30～15:00まで行われます。
（ダメ、ゼッタイ運動）
③宝塚市ﾌﾗﾜｰ都市交流会の案内が来ていま
す。7月5日（日）～7月6日（月）北海道中富
良野町であるそうです。
参加費は各自約10万円とのことです。
④最終例会の人数確認のｱﾝｹｰﾄを本日より回し
ます。会員以外の方へのﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ、会長が作っ
て下さいました。皆様ぜひお誘い合わせ下さ
い。
⑤バヌアツ共和国への寄付のお願いがきてお
ります。1冊2000円の民話集の購入をお願いし
たいとのことです。購入して頂ける方はお名
前をお書き下さい。
⑥宝塚中ＲＣ親睦ｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟ　6月21日（日）
9:45集合で宝塚高原ＧＣで行います。
⑦理事、役員会を開きますので理事、役員の
方はお残り下さい。

リフレッシュエクササイズ　　　№266　　

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！　　　　　　

　　

　

　



　　　　　　　　　　　会　長　小山　一子

皆様今晩は
◆先週は橋本有輝会員のファミリーをお迎え
し、嬉しい入会式を行いました。クラブの平
均年齢ぐっと引き下げて下さり嬉しく存じま
した。

◆4月25日（土）の講演会、参加者は100名を
超え、大盛会でした。
その折の宝塚市へ報告書を提出致しました。
（社会奉仕委員長、馬場会員より）
＊アンケートの集計中です

◆先週配布されました「神戸っ子」のＰ64～
67をご覧くださいませ。
滝澤功治ガバナーの「世界の子供たちにポリ
オワクチンを！」と題した記事が掲載されて
います。恐悦至極でございます。

◆5月17日（日）15時より、柏原ＲＣ主催によ
ります「深川純一Ｐ・Ｇ　青少年奉仕　特別
セミナー」に会長小山、栗田幹事・野木青少
年奉仕委員長と共に出席して参りました。
深川ＰＧのお話は、何度伺っても心に染み入
り感動の連続でございました。
会場の「たんば黎明館」は母校でありなが
ら、旧校舎は名称が変わり、昔の面影がすっ
かり変わっていて、恥ずかしながら道を間違
えてしまい大笑い致しました。報告は野木会
員、栗田幹事にお願い致しました。

皆様もセミナーなどに出席の時には、次週の
スポットにて報告をお願い致します。今期の
モットーでもありますように、労を労うと同
時に、メンバー全員に輝いて頂きたいと言う
想いでございます。

◆5月18日（月）宝塚中プロバスクラブの例会
に、野木・石原・前田・池田会員と馬場会員
のゲスト「和田山様」計5名が出席下さいまし
た。後日感想などお聞きいたします。お疲れ
様でした。ありがとうございました。

◆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・ご友人知人様用の案内状を配布して
います。後程幹事報告にて、詳細をお知らせ
いたしますので、お声掛け宜しくお願い致し
ておきます。

◆今夜の卓話は、馬場会員でございます。楽
しみに致しております。

■卓話
　　　　　　　　　　　　馬場　和代　会員
　テーマ
　「弥生時代から江戸時代への着物の変遷」

○谷口　敏彦君
今日の体操で何となくさわやかな気分になり
ました。

○竹原　善記君
何か楽しいことしましょうよ！

○桑田　昭世君
青葉いっぱいの季節になってまいりました。
夏を思わせる様な日々が続きます。今期も残
りわずかとなりました。ステキな夏が来ます
ネ。　　ニコニコ

○草野　旦君
久しぶりです。しばらくの御無沙汰おゆるし
下さい。

○馬場　和代君
本日の卓話は私。衣服の歴史と江戸の着物の
話がどうなりますことやら。資料は各テーブ
ルに2部づつ置いています。楽しんでいただけ
ればうれしいです。　　ニコニコ

　　　　　　　　　　本日の合計　23,000円

◆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ﾛｰﾀｰｱｸﾄ2680地区大会が6月21日（日）洲本
で行われます。（11:00～18:30）ＲＣ会員は

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

1200円の参加費がいるそうです。
参加される方は会費、ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑがきております
ので申し出てください。
②薬物乱用防止啓発ｷｬﾝﾍﾟｰﾝが6月20日（土）
宝塚駅で13:30～15:00まで行われます。
（ダメ、ゼッタイ運動）
③宝塚市ﾌﾗﾜｰ都市交流会の案内が来ていま
す。7月5日（日）～7月6日（月）北海道中富
良野町であるそうです。
参加費は各自約10万円とのことです。
④最終例会の人数確認のｱﾝｹｰﾄを本日より回し
ます。会員以外の方へのﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ、会長が作っ
て下さいました。皆様ぜひお誘い合わせ下さ
い。
⑤バヌアツ共和国への寄付のお願いがきてお
ります。1冊2000円の民話集の購入をお願いし
たいとのことです。購入して頂ける方はお名
前をお書き下さい。
⑥宝塚中ＲＣ親睦ｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟ　6月21日（日）
9:45集合で宝塚高原ＧＣで行います。
⑦理事、役員会を開きますので理事、役員の
方はお残り下さい。

リフレッシュエクササイズ　　　№266　　

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！　　　　　　
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ひとくち

　テレメディスン（遠隔医療）がここ最近
注目を集めています。
テレメディスン（遠隔医療）とは「通信技
術を活用した健康増進、医療、介護に資す
る行為」を言います。
２つのタイプがあり、① (D to P)映像や音
声で医師が直接患者さんを診るといった方
法。② (D to D)主に「主治医」と「専門
医」の間で、医療用画像を伝送して、より
高度な助言を受けるといった方法。
国内遠隔医療システムの市場は、2020年に
は2014年の２.０倍に拡大されると予想さ
れています。へき地医療にも朗報ですね。


