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会長 那須 範満 

皆さん こんばんは。 

 

先週もお話いたしましたが、8月は「会員増

強・新クラブ結成推進月間」です。丸尾ガバナー

から、今月の会長の時間では増強について少しで

も話して下さいとの要請がありました。そこで本

日は、今年の 5月に開催されました会員増強・拡

大セミナーでの深川純一パストガバナーのロー

タリーの歴史についての興味あるお話を紹介い

たします。 

  「ロータリーの創立当初は親睦を中心とする仲

良しクラブだった。そこへ地域社会のため、世の

ため人のためと奉仕の考えが加わった。奉仕の理

念の追求とロータリーの拡大・増強は表裏一体の

関係にあり、親睦が崩壊していった。奉仕と親睦

を両立させるために連合体をつくり、後にＲＩと

なった。したがって、「増強・拡大」はＲＩの一

つの使命である。一方、各クラブはクラブの事情

があり、クラブには自治権もある。ＲＩと各クラ

ブはロータリーの友情で結ばれている。」 

 

 

 前年度会計報告        

             古川 彰治 会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員増強プログラム 

         馬場 和代 会員増強委員長 

 

会員増強拡大はＲＣにとって大切なテーマです 

地区協議会では 5名を目標に各クラブ独自の方法

で頑張って下さいと言われました。当クラブは実増

2名（目標 5名）です。全員で取り組んで頑張りた

いと思います。 

私達がロータリークラブでの楽しい経験等を語

 本日の例会  9月  2日（水） 次週予告 9月  9日（水） 

  ◎ソング  「君が代」「Be a Rotarian」 

           小山 一子 会員 

  ◎プログラム  卓話 

      阪上雅信様（あいあいパーク社長） 

◎ソング  「それでこそロータリー」 

           桑田 昭世 会員 

◎プログラム  卓話 

        大江与喜子様（地区ＲＹＬＡ小委員長） 
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  R.I.会長テーマ 

   “世界へのプレゼントになろう” 

      会長 K.R.ラビンドラン 

 

●創 立 平成 5年 4月 10日 

●例 会 毎週水曜日（19：00〜20：00）  ●例会場 宝塚ホテル 

●事務所 〒665-0004宝塚市梅野町 1-46（宝塚ホテル４０５号室） 

●電 話 0797-87-1151 直通 83-1110 FAX83-1110 

●会 長 那須範満  ●幹事 川添裕照  ●会報委員長 大西利哉 

会会長長のの時時間間  ププロロググララムム  
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って友人知人にお声掛けをして下さい。 

プリントを作成して皆様に配りましたので各々

が自分達の事と自覚してこの方はどうかなーと思

う方を書いて次例会に必ず提出して下さい。 

毎月候補をあげて声をかけ例会に食事にお呼び

して下さい。今期は我クラブは、地区大会補助金プ

ロジェクトとしての「子供達のスポーツ体験」イベ

ントを成功させ宝塚中ＲＣの公共イメージを高め、

又、毎年実施している社会奉仕活動としての「講演

会」など皆が一丸となってがんばって増強拡大につ

なげていけたらいいと思います 

 

 

 

○細川 洋一 君 

今日は朝から 外回り 暑くて暑くて、ついにお

客さんと 一杯 二杯 三杯 四杯 五杯 でき

あがりで出席です。 

○芝池 巌 君 

アステ川西で先週開催しましたレールフェアイ

ベントは一昨日大盛況で終了しました。 

地元市長もあいさつにお越しになり大勢の皆さん

にもお越しになり大盛況でした。ありがとうござい

ました。 

今週末は、川西みつなかホールでコンサートを行

います。よろしくお願いします。 

○谷口 敏彦 

大事な移動例会を欠席をしてすみませんでした。 

 

 

□本日のソング 

「四つのテスト」 

        木本 玲子 会員 

□出席報告 

 会員数 出席免除 算定 本日 MU 出席率 

本日 33 2 31 23  74.19 

前々回 

8/5 
33 2 31 24 3 87.10 

 

□幹事報告 

＜プログラムのお知らせ＞ 

① 来週(9月 2日)の卓話はあいあいパーク社長阪

上雅信様の講話です。 

再来週(9 日)の卓話は地区ＲＹＬＡ小委員長 

大江与喜子様（西宮恵美寿 RC）の講話です。 

② 9月 16日(水)にも外来講師の卓話の予定です。 

③ 今期は積極的に外来講師を招聘する方針です

ので、会員の卓話は１ヵ月以上遅れていくこと

になります。ご了承願います。 

 

橋本 有輝会員の卓話原稿 

私は、宝塚中ロータリー 

クラブに昨年度加入させて頂き 

ました、橋本有輝と申します。 

 現在、３４歳です。 

兵庫県川西市で川西池田法律 

事務所という弁護士事務所の 

代表をしております（弁護士数５名）。 

さて、本日の卓話では，自己紹介を兼ねて、私が

どのような経緯で弁護士を目指すに至ったのか、を

お話させて頂きたいと思います。 

私は、公立の小中高と出て、神戸大学法学部に進

学しました。しかし、大学入学後、徐々に授業に参

加しなくなってしまいました。 

そんな私の転機になったのが、ユーラシア大陸横

断の一人旅です。 

私は、大学４回生の年を丸々１年間休学し、中国

からイタリアまでを半年かけて旅をしました（中国

→ベトナム→カンボジア→タイ→ミャンマー→ラ

オス→タイ→ネパール→インド→パキスタン→ト

ルコ→ブルガリア→ルーマニア→オーストリア→

イタリア）。 

一つだけエピソードを紹介します。 

私はパキスタンを旅している際、バスに同乗した

現地の人によく「あなたたち日本人は偉い！」と声

をかけられました。初め意味が分かりませんでした

が、曰く「戦争でアメリカに国をぼろぼろにされた。

なのに、あなたたちは，あっという間に復興して、

経済大国になったではないか！本当にすごい！」と

いうのです。 

これを聞いたとき衝撃を受けました。 

私が生れたときには既に日本は裕福な時代であ

り、豊かさが当たり前となっていました。しかし、

現在そして過去の人々が廃墟の中から立ち上がり

不断の努力をしたからこそ「日本」があり、私もそ

こから様々な恩恵を受けているのだ、ということに

このとき気付いたのです。 

このころから、ようやく私も、両親から授かった

自分の能力を最大限生かし日本社会に貢献した

週週間間報報告告  

ニニココニニココ箱箱  
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い！、従業をサボってる場合じゃない！と考えるよ

うになり、昔からディベートが好きで、勉強も嫌い

ではなかったので、「大変だけど弁護士を目指そう」

と決意したのです。 

現在、その頃の想いにどれだけ沿っているのか分

かりかねますが、今後も、職業奉仕を通じ、この国

この社会に微力ながらでも貢献できればと考えて

おります。 

旅の話は、語り出せば切りがありませんが、文字

数に限りがございますので、この辺りで終わらせて

頂きます。 

以上 

 

☆☆9月のお祝い☆☆  

会員誕生日 

 1日 竹原 善記 会員 

 8日 小山 一子 会員 

奥様（ご主人様）誕生日  

13日 槙野 真理 様  

結婚記念日 

1日 細川 洋一・潤子 様 

24日  森信 静治・美恵子 様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホームページ 

http://www.tknakarc.com 

事務所 ＦＡＸ番号   0797-83-1110 

事務所 Ｅ－メール  tknaka@tknakarc.com 

 一口コラム 

日本は男女ともに「健康寿命」が世界

で最も長いという調査結果を、米国のチ

ームが発表しました。 

健康寿命とは、病気などで日常生活が

制限されることなく、自立的に生活でき

る期間で、世界保健機関（ＷＨＯ）が健

康の指標として提唱しています。日本も

その延伸を健康目標の柱に掲げていま

す。 

調査の結果、２０１３年の日本の健康

寿命は男性７１.１１歳、女性７５.５６

歳で、男女ともにトップだったそうです。

ベスト５は、男性が〈１〉日本〈２〉シ

ンガポール〈３〉アンドラ〈４〉アイス

ランド〈５〉イスラエル、女性が〈１〉

日本〈２〉アンドラ〈３〉シンガポール

〈４〉フランス〈５〉キプロスの順番だ

ったそうです。すばらしいことですね。 
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