
第 1072回例会報告                              11月 4日(水） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 那須 範満 

 

皆さん こんばんは。 

 

    本日のお客様は小山会員のご友人の針間幹

子様です。どうかごゆっくりおくつろぎ下さい。 

   昨日は親睦バス旅行で天の橋立と伊根舟屋

の里へ行ってきました。18名が参加しました。 

 途中、「カモメクルーズ 6」で船上からの景

色を楽しみ、お昼は「幽斎」で丹後懐石をごち

そうになりました。 

お天気もまずまずでお互いに親睦が深まっ

て有意義な一日でした。槇野親睦委員長、お疲

れさまでした。 

   いよいよ来週はガバナー公式訪問です。例会

では全員でガバナーをお迎えしたいと思いま

す。制服のブレザーを着用の上、少し早めに来

ていただくよう、よろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

  卓話 

         小山 一子 会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆様今晩は。数年に一度の卓話が回って参りまし

た。普段のスピーチは最低 60分。90分、120分も

あり、30分でどれ位お伝えできるか不明ですが、

精一杯努めますのでよろしくお願いいたします。 

先ずお手元の 3枚綴りのレジュメをご覧くださ

いませ。 

今夜のテーマは「高貴 幸齢 万歳！」  

サブテーマ「病・逆境の時こそ笑顔と体操を！」で

ございます。 

 本日の例会  11 月 11 日（水） 次週予告 11 月 18 日（水） 

  ◎ソング 「われらの生業」」 

            大門 美智子 会員 

  ◎プログラム   

         丸尾研一ガバナー公式訪問 

◎ソング 「我ら日本のロータリアンの歌」 

             池田 美江 会員 

◎プログラム  卓話 

         宝塚市体育協会 田名網会長 

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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子供の頃より何度も生死を繰り返し紆余曲折は

多々ありましたが、お陰様で 9月 8日無事「高貴幸

齢」者の仲間入りを果たしました。 

昨年度クラブ 22期の会長を拝命。逃げ回ってい

たのを、清水の舞台から飛び降りる覚悟でお引き受

け致しましたが、その折のメンバーの皆様のご協力

ぶりは「渡る世間に鬼はいぬ」の座右の銘の通り、

素晴らしいものでございました。 

今は皆様を信じてやらせて頂いて本当に良かっ

たと感謝致しております。その節にはありがとうご

ざいました。 

＜1＞ほほえみ会では「健康」を「健幸」とし、健

康で幸福な人生を創ること。人生は「自己選択」「自

己責任」であり、悪いことを他人のせいにして逃げ

てはいけないと申しております。 

幸福は「口 福（こうふく）」言葉で自他を幸せ

にできると。言葉は言ったお方は忘れておられるこ

とも多いですが、言って頂いた方は終生忘れられず、

心に留まり、支えてくれていることばが数々あるも

のです。 

(ex) 

・声も良く大好きだった歌が急に歌えなくなった

時に思い出した蓮尾会員の言葉（ちょっと面映ゆい

ので省略） 

・毎週の会長挨拶が重荷だった私に主人が小耳に

挟み伝えてくれた言葉「会長の挨拶は上手いからな

…」「安心して聞いておれる…」と、こそこそと仰

って下さっていたと。 

近頃人を褒めると言う言葉が死語になりつつあ

るこの世の中に、たった一人でもそのように思って

下さっている方がある幸せを痛感し、生涯の宝物と

して生きております。 

反対に「口 害（こうがい）」も巷に溢れていま

す。 

昨年度の栗田幹事の「口 福」言葉。欠席裁判の

おり、あるメンバーの言葉で珍しく心を騒がせ、ご

相談した時のこと「皆さんはロータリーを愛してお

られるのですよ…」と。その一言で「あっそうか～！」

と肩の力がストンと抜け「この方はお育ちの良い方

なんだな～。良い方に幹事になって頂いた！」と心

から感銘を受け、それ以後落ち着いて過ごすことが

出来たのです。 

「人生はすべて自分に戻る。吐き捨てた言葉も、

振りまいた笑顔も」 

 

＜2＞サルコペニア（加齢性筋肉減弱症） 

 これは骨格筋への刺激の減少で起こります。適度

な運動は認知症の発症を 30～50％減少させます。 

血管のことについてはレジュメをご覧くださいま

せ。60兆個ある細胞の三分の一「20兆個」もある

血管細胞。酸素や栄養を運びます。「立腰」（姿勢御

正しく）「深呼吸」の重要性がわかります。脚の筋

肉の重要性も。 

＜3＞マイオカイン＝筋肉を動かすと生産されるホ

ルモン 

 老化防止・若返りホルモン・脂肪分解・糖尿病・

動脈硬化防止・血圧安定に寄与します。 

重要なことは、運動して新しくできた筋肉からし

か出て来ないため、毎日の小まめな運動が必要と言

うことです。男女ともに家事は最高です。 

＜4＞「～にも関わらず笑う」嫌な時・しんどい時

ほど笑う＝無理笑いでも可。笑顔の「ミラートレー

ニング」自分が見て一番気に入った笑顔を形状記憶

させ、生涯続けます。 

「顔は人様が見てくださっています」サービス心

でもあります。 

＜5＞「ご恩」を感じる心を養い「倍返し」する心

意気を！ 

「箱根山 駕籠に乗る人 担ぐ人 その又草鞋

を作る人」 

＜6＞「元気でぽっくり 帯津流養生法」2枚目参

照 

ほほえみ会流にアレンジもしています。一つでも

二つでも実行し続行なさって下さいませ。 

＜7＞「にこにこエクササイズ」年が明けると発会

37年。 

＊「いつでも・どこでも・どなたにでも」 

＊ゆっくりと、自分の身体の声に耳を傾けながら、

無理なく行える「スロートレーニング」コツコツ続

行中。 

＊＜“健 幸”“貯 金（筋）””育 自”＞に 

心あるメンバー（同志）募集中 

＜8＞「あ・い・う・え・お」で生きる 

○あ 合いたい人に逢っておく  

 ○い 行きたいところに行っておく 

 ○う 歌をうたう （ホームクラブのコーラス部） 

○え 笑顔多く生きる 

○お お洒落して 美味しいもの頂く 

（ＲＣ例会出席最高！） 
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＜9＞認知症「ＭＣＩ」の内に見つけて予防（3枚

目参照） 

 高齢化と並行して増えていく認知症「ＭＣＩ」（経

度認知障害）の内に気づき、脳や心身に適当な刺激

を与えて、発症を予防し遅らせることが可能です。 

 「チェックリスト」10項目ご一緒に行ってみま

しょう。終わってからも、時々こっそり行ってみて

下さいませ。 

＜10＞人の幸福を祈る・スキンシップ→オキシトシ

ン（幸福ホルモン）出る。（握手・ハイタッチ・ハ

グ・・・） 

 

丁度 3分前となりました。ワークショップを行い

ながら、一期一会のつもりで心を込めて行わせて頂

き無事終わることができました。 

熱心にご清聴賜りありがとうございました。 

皆様方の一層の「ご健幸」と「ご活躍」をお祈申し

上げます。  

深 謝 

  

 

○栗田 義博 君 

 昨日はドタキャンして申し訳ありませんでした。

おかげで息子の結婚式の準備も着々と進んでおり

ますが、検死も 3件頼まれてしまいました。20歳

の女の子が電車に飛び込むなんて・・・・シクシク。 

 

○芝池 巌 君 

 ロータリーの友 11月号の友愛の広場に私のイベ

ント活動の紹介記事を寄稿させていただきました。 

ありがとうございました。 

 

 

□本日のソング 

「君が代」「Be a Rotarian」 

             馬場 和代 会員 

□お客様 

小山会員のご友人      針間 幹子 様 

 

□出席報告 

 会員数 出席免除 算定 本日 MU 出席率 

本日 33 1 32 24  75.00 

前々回 

10/19 
33 2 31 17 5 70.97 

□幹事報告 

◎2015-2016年度地区奨学生募集のお知らせ 

１．一般募集開始2015年11月9日 

２．ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞへの申請締切日2016年1月29日 

３．地区への推薦締切日2016年2月26日 

４．地区での奨学金対象者の決定2016年3月18日 

※申請者のクラブ提出書類等はガバナー事務所ま

でお問い合わせください。 

 

◎来週はガバナー公式訪問です。ブレザー、ネクタ

イ着用。 例会30分前に集合して下さい。 

 

（理事・役員会） 

出席者（那須、川添、山本、草野、馬場、木本、田

村、小山、各委員） 

１、クリスマス家族同伴例会のプログラム 

２、栗田会員の御子息のご結婚祝電の依頼 

以上、承認されました。 

◎「クラブ運営方針」の冊子の最後のページ、本日

配りましたものと差し替えてください。 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

週週間間報報告告  

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 

野村総合研究所は家電量販店やクレジ

ットカード、携帯電話など、国内 11業界

の主要企業が 1 年間に発行するポイン

ト・マイレージを現金換算し、その結果

を発表しました。 

その結果、2015年度は 8,497億円にも

なるそうです。その後も発行額は堅調に

伸び続けて 2020年度には 1兆 92億円に

達すると予想しています。 

ポイントを利用できる店舗が増えてい

るので、効率よくポイントを貯めていけ

ば、これまで以上に使う楽しみも広がり

ますね。 

ニニココニニココ箱箱  
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