
第 1064 回例会報告                              9 月 2 日(水） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 那須 範満 

皆さん こんばんは。 

 

   本日は阪神第 3グループガバナー補佐の黒

田 由弘様とガバナー補佐幹事の山名 純吾様

がお見えです。ご指導の程よろしくお願い致し

ます。また、お客様は「あいあいパーク」社長

の阪上 雅信様です。このあと、卓話で「あい

あいパーク」などについてのお話を聞かせてい

ただけると思います。よろしくお願い致します。 

   さて、8月 29日（土）芝池会員から招待し

ていただき「テレマン室内オーケストラ」のコ

ンサートに行って参りました。すばらしい演奏

に、音楽に素人の私でさえも感動いたしました。

このような機会をいただけるのもロータリア

ンだからこそです。会員同志がお互いに研鑽し

て知識を深め、人間の幅を広げられるところが

ロータリーの魅力の一つです。そこからさらに

奉仕へとつながっていけば、もっと有意義なロ

ータリーライフとなります。 

これからも例会に出席して大いにロータリ

ーを楽しみましょう。 

 

 

 卓話       

     あいあいパーク社長 阪上雅信様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宝塚市立宝塚園芸振興センター 

「あいあいパーク」 

■概要 

 山本地区は、古くから植木栽培が盛んで、その歴

史は約千年といわれ、豊臣秀吉の時代に接ぎ木の技

術を発明し、木接太夫の称号を送られ、また、明治

時代から日本三大植木産地の１つにも数えられて

きた。 

 本日の例会  9 月  9 日（水） 次週予告 9 月 16 日（水） 

  ◎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） 

◎ソング  「われらの生業」 

           野木 久子 会員 

◎プログラム  卓話 

        梅谷 幸弘様（社会保険労務士） 

TAKARAZUKA  NAKA  ROTARY  CLUB 

WEEKLY BULLETIN   
第 2680地区 宝塚中ロータリークラブ 

 

  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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 しかし、新興産地の進出と生産基盤の縮小から地

位の低下を来たし、また、阪神淡路大震災により当

地域も大きな被害を受けた。 

 以前から園芸振興のためのアグリフロント計画

等が提案されており、震災後、園芸振興センター計

画が再浮上、市が地元財産管理組合（山本、丸橋、 

口谷各財管）から用地（溜池）の無償使用同意を受

け、施設整備を行うことを決定した。 

施設の管理運営についても、市と財産管理組合の

出資による新会社（平成 11年 11月設立）で行うこ

とが決定された。施設は平成 10 年 10 月に着工し、

12年 4月オープンした。 

 

■施設概要 

 所在地 宝塚市山本東 2丁目 2番 1号  

      約 2.26ha 

 開 園 年中無休（12月 29日～1月 3日を除く） 

 10時～17時 30分 

 

 

 

 

○黒田 由弘 様（柏原 RC） 

 ２回目です。あと３回訪問をさせていただきます。 

 

○山名 純吾 様（柏原 RC） 

 本日はお世話になります。 

 

○那須 範満 君 

 黒田由弘ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐様、山名純吾ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐幹事

様、本日はご指導の程よろし くお願い致します。

阪上雅信様、卓話をよろしくお願い致します。 

 

○川添 裕照 君 

 ①黒田ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐、山名補佐幹事ようこそおいで

下さいました。御指導お願いいたします。 

 ②あいあいパーク社長阪上様 卓話宜しくお願

い」いたします。 

 ③８月２９日のテレマン室内オーケストラ、大変

よかったです。芝池会員有難うございます。 

 

○古川 彰治 君 

 黒田ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐ようこそ。 

錦織１回戦負け、ショックテニスになっていなかっ 

たぁー。 

○前田 正明 君 

 黒田ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐、山名補佐幹事様ようこそ。今日

宜しくお願い致します。 

 阪上様、あいあいパークのお話楽しみにしており

ます。 

 

○草野 旦 君 

 秋の気配を感じます。ニコニコ・・・。 

 

○野木 久子 君 

 昨日の篠をつく雨  だから今日はもう少し涼

しくなる事を期待していましたが・・・。 

 今日は田村 SAAよりチャンスを頂きマイクを握

らせて頂きます。 

進行等の不手際どうぞ御寛容下さい。 

 

○阪上 栄樹 君 

 黒田ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐様ようこそ！！ 

 阪上社長 本日は卓話よろしくお願いします。 

 

○芝池 巌 君 

 宝塚中ロータリークラブから協賛いただきまし

た「テレマン室内オーケストラコンサート」が８月

２９日川西みつなかホールで無事好評に終了しま

した。大勢のロータリーの皆様にお越しいただき、

ありがとうございました。 

 今週の金曜日夜も宝塚ベガホールでまたコンサ

ートを行います。 

 

○田村 久子 君 

 ２９日にテレマン室内オーケストラを聞いてき

ました。西宮芸文よりも川西みつなかホールの方が、

音響が良く、より豊かな美しい音を聴けて、幸せな 

時間を過ごすことが出来ました。ニコニコ・・・。 

 

 

□本日のソング 

「君が代」「Be a Rotarian」 

        小山 一子 会員 

□出席報告 

 会員数 出席免除 算定 本日 MU 出席率 

本日 33 1 32 28  87.50 

前々回 

8/19 
33 1 32 22 2 75.00 

週週間間報報告告  

ニニココニニココ箱箱  
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□幹事報告 

① ロータリー財団セミナーのご案内 

日時 10月 12日（月・祝） 13：30～16：45 

場所 神戸学院大学ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞｷｬﾝﾊﾟｽ 

② 奉仕活動合同セミナーのご案内 

日時 11月 15日（日）   13：30～16：30 

場所 三宮コンベンションセンター５Ｆ 

①、②共に、会長・幹事・会長エレクト・ロータ

リー財団・社会奉仕・国際奉仕・青少年奉仕・各委

員長の内３名の出席をお願い致します。 

 

〔プログラムのお知らせ〕 

・9月 16日の卓話は社会保険労務士の梅谷様の講

話です。 

・9月 23日は祝日休会です。 

・9月 30日は石原会員の卓話です。 

 

リフレッシュエクササイズ №269    

2015年 8月 26日  

★23期 第 2回、通算 269回目の「リフレッシュ

エクササイズ」です。よろしくお願い致します。 

 

★先月は「歯周病」が糖尿病はじめ身体に過大な

負担をかけている。その予防と治療が大切であると

言うことで◆口中の乾燥を防ぎ、若返る「耳根円通

法」（じこんえんつうほう）を行いましたが、お続

けいただいているでしょうか？ 

万全を期すため復習を兼ねて今回も行います。 

 

＊最初にいつものように深呼吸、ゆっくり 2回 

1）ゆっくり時間をかけて丁寧なブラッシングがま

ず基本です 

2）耳を両手の指で挟みこみ刺激をし、唾液の中分

泌を良くします。 

・唾液の中には消化酵素やホルモンが含まれ、口

中を清潔に保つ役目も果たしてくれます 

・耳の老化も防ぎます 

3）耳を引っ張ります 

  ・上に、イチ・ニイ・サン！ 

  ・下に、イチ・ニイ・サン！ 

  ・横に、イチ・ニイ・サン！ 

4）鼓膜の刺激（掌の内側の付け根で、ぐっと押す

こと 3回） 

5）両手指で優しく、耳下腺・顎下腺・舌下腺を刺

激します。 

6）にこやかな笑顔創り：「笑 筋」、指 3 本でぐう

っと言いながら押して離すこと 3回行います。 

7）にっこり笑って親指を中にし「クンバハカ」を

しっかりと行い終わります。 

  （緊張感を緩和し、ストレスを発散します） 

  

次回もお楽しみに！ありがとうございました 

以上 

 

 

 

 

 

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 

NHK は、テレビ放送をインターネット

で同時配信する実験を、10 月 19 日から

始めます。1 万人の視聴者がモニターと

なり、スマートフォンやタブレットで視

聴が可能となります。 

インターネットでのコンテンツ視聴を

望むユーザーに対し、積極的にアピール

していくことが狙いだと思われます。 

しかしその一方で、パソコンなどネッ

ト端末を持つ世帯に受信料納付義務を課

す案や、テレビの有無にかかわらず全世

帯から取る案が検討されているようで

す。 

受信料に関しては問題ありますね。 
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