
第 1078 回例会報告                            12 月 16 日(水） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 那須 範満 

 

皆さん こんばんは。 

 

    12月 6日の家族同伴例会は多数のご家族の

ご参加をいただき、大変楽しい例会となりまし

た。特に会員有志によるコーラスには感動しま

した。何か、これから宝塚中クラブの伝統にな

るような気が致します。 

    さて、早いもので今日が今年の最終例会です。

あっという間の半年でした。これまで何とかク

ラブ運営を行ってこれたのも、皆さんのご協力

の賜物と感謝致します。あと半年、よろしくお

願い致します。 

   年末、年始にかけて例会は３回連続で休会と

なりますが、1月 11日のイベントでお会いす

ることとなります。 

   

どうか良いお年をお迎え下さい。 

 

 

 

 

 卓 話          木本 玲子会員 

 

 

 

この８月にＮＹに行って来ましたので、皆様がい

つか行かれた時の参考に少しでもなればと、お話し

させて頂きます。 

先ずＮＹは世界最高水準の都市であり、金融セン

ターであり、世界の商業、ファッション、エンター

テーメントに多大な影響を及ぼしてる。と、Ｗｉｋ

ｉｐｅｄｉａに書かれていました。 

 本日の例会   1月 13日（水） 次週予告   1月 20日（水） 

  ◎ソング 「われらの生業」 

             田辺 朱希美 会員 

  ◎プログラム  クラブフォーラム 

       上半期会務報告、下半期活動計画 

◎ソング 「我ら日本のロータリアンの歌」 

              前田 正明 会員 

◎プログラム  

          黒田ガバナー補佐訪問 

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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今からは私の感想と聞いた話をさせて頂きます。

私は発つ前にアメリカはレディファーストの国だ

からと、主人に念を押していましたが、最初のうち

だけで白人の女性がエレベーターを降りるよりも

先に自分がサッサッと降りてました。そこがアメリ

カ人男性と日本人男性の違うところです。車に乗る

時でもサッとドアを開けてくれて、日本では無い事

なので嬉しかったです。女性にとって良い国だと思

います。男性も紳士に見えます。 Ladyies and  

Gentleman と言いますが淑女、紳士とは言いません

よね。 

 ＮＹ州の中にＮＹ市が在ってその中心にマンハ

ッタンが在ります。東京２３区と同じくらいの面積

で、マンハッタンはエネルギッシュでスタイリッシ

ュな街でした。ゴシック建築からモダン建築まで、

素晴らしい建物が多かったです。北からハーレム、

黒人の多く住む危険エリアで夜は行かないほうが

良いようです。その下は高級住宅街のアッパーウエ

ストで、その横はアッパーイースト、一番賑やかな

ミッドタウン、世界の十字路と言われる元ＮＹタイ

ムスのオフィスのあったタイムズスクエアが在る

所です。 

 イエローキャブの愛称で親しまれるタクシーの

車種はプリウスが多かったです。ホテルのドアマン

にタクシーを呼んで欲しいと頼むと、大きな音で笛

を吹いて、反対車線の空車のタクシーを捕まえてく

れました。手前の車線の車も止めて誘導してくれま

した。そこでチップを渡しますが、男性が握手をす

るように何気なく渡すとクールですね。タクシーの

後部座席にはカード支払する端末機が設置されて

いました。１５～２０％のチップを足してカードを

きります。マンハッタンは碁盤の目になっているの

で、行先は何番アベニュの何番ストリートと告げま

すが、メモに書いた物を見せる方が確実です。 

 車はナビは付いてなくて、ハンドルの右にスマホ

を置くところが有り、ナビを見て運転していました。

それも日本との違いを感じました。私達も待ち合わ

せ場所に行く時など、スマホのナビはとても頼りに

なりました。 

確かアメリカでマンションは豪邸の意味で、日

本で言うマンションのことはアパートと言います。

娘夫婦の住んでいるロングアイランドシティのア

パートには、健康志向の高いＮＹのせいか、高層の

屋上にはテニスコートとプールが有り、ＢＢＱが出

来るようになっています。洗濯物は別の階のランド

リーに持って行きドライヤーまでするそうです。タ

オルでも干す、と言う習慣が全くないみたいです。 

 一日ではとうてい見切れない世界有数のコレク

ション、メトロポリタン美術館の入館料は、チケッ

トを買う所に＄２５と書かれていますが、寄付金な

ので＄１以上ならいくらでも大丈夫です。 

地下鉄は何処まで乗っても＄３、自動券売機は＄６

以上のお金を入れてもおつりは出ないので、カード

で買います。暗証番号を入力しますが、時々ＺＩＰ

コードを入力と出ました。 

 ＮＹの人は親切な人が多く、地下鉄に乗ろうとす

る時にドアが閉まると、中にいる人が力いっぱいド

アを開けて乗せてくれたり、エレベーターで乗り合

わせた人でも何処でも、気楽に挨拶をしてくれます。

見た目と違って黒人の人の方が親切のように思い

ました。 

ＮＹは人種ではっきりと職業が分かれているら

しく、ビジネスマンは圧倒的に白人。黒人、インド

人、中国人、韓国人などはサービス業だそうです。

ほんの一握りの日本人は銀行、商社が多いそうです。

知識人、文化人は違うかも知れませんが。娘婿は仕

事で、こちらが日本人だと分かると、会ってももら

えないことがあったそうです。 

 でもボランティア意識は高くて、何かしないとい

けない風潮も有るようです。多国籍なので、いろい

ろな国の食べ物やレストランが有ります。日本食ス

ーパーにも行きましたが、３倍のお値段が付けられ

ていました。ＮＹは＄１００以下の生鮮食料品と薬

には州税がかかりませんが、８．１％の州税とセル

フサービス以外のレストランでは１５％～２０％

のチップが義務付けられています。 

レストランでの支払方で Subtotal ＋ Tax ＋

Tipですが、１５％～２０％を計算するのは大変で

すので、伝票に書かれたＴａｘの金額を倍にすると

分かり易いです。サービスが悪ければ１５％、良け

れば２０％を支払うという具合で、先ず、伝票を持

って来たら Subtotalと Taxを見てカードを付けて

店の人に渡します。カードを返されたらカードは取

って、伝票にチップの金額と合計金額とプリントネ

ームとサインをして、机の上に置いて帰ります。つ

まり店側はカードの確認だけして閉店後に合計金

額を打ち込んでいるようです。日本のようにカード

の金額確認のためのサインではないんです。ですか

ら必ず金額の数字の前には＄マークを入れないと、

数字を書き足されてしまう可能性がありますので
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注意を。 

 やっぱりマンハッタンの摩天楼の夜景ですが、ラ

イトアップのきれいなクライスラービルを見るの

が良いと思うので、エンパイヤ―ステイトビルから

か、ワールドトレードセンターのトップオブザロッ

クから見るのがお勧めです。夏は日が沈むのが遅い

ので、チケットの売り切れない明るいうちに買って

おくのが良いです。 

 ＮＹの夏は日差しはきつくても、日本のように暑

くはなくて汗もかかず、夜は涼しかったです。街を

歩く人の姿もナチュラルな格好で、人目を気にする

ことがなく自由です。だだ、黒人にしても暑がりの

人が多くて、どこも冷房ガンガン効いていました。

きっと、冬の寒さには強いのでしょう。 

 私達はホテルまで帰るのに何度か、娘婿が契約を

している黒い大型のタクシーを、スマホで探してく

れて乗りました。近くに走っている車を探してるの

で直ぐに来てくれますし、タクシー代もチップも私

達は支払わなくて良かったです。ＮＹは便利で進ん

でるなぁと思いました。 

 それから、室内でもメイン照明は無くて、レスト

ランは真っ暗でした。暗いのが好きなのでしょう。  

 ＮＹでは美味しいものを沢山食べて来ましたが、

今でもまた食べに行きたいと思うのが、一か月間冷

蔵庫で熟成させたベンジャミンのＴボーンステー

キと、シェイクシャックのジューシーなハンバーガ

ーです。是非専門店に行って食べられると良いと思

います。なぜからーめんを食べたくなって行ったの

ですが、並びました。ＮＹは人気のようで、日本の

倍以上のお値段でした。ＮＹは、流行っているお店

でも急に閉店することがあるそうです。それはお家

賃をドンと上げてくるからだそうです。 

 市民の憩いの場、セントラルパークを散歩してい

ると、住んでみたいなぁと言う気分になりました。

夏は野外コンサートがあちらこちらで有るので敷

物を持って行き、ＮＹマラソン、ＵＳオープンテニ

ス、ハロウィン、感謝祭など、お金さえ有ればＮＹ

はいくらでも楽しめるところだと思います。 

松井秀喜が結婚式を挙げた教会で、娘達も挙げた

のですが、今も松井秀喜はＮＹの高級マンション、

トランプタワーに住んでいるそうです。ビヨンセ、

ビルゲイツ、ハリソンフォード、元ＮＹ市長の住ん

でいた所です。 

ジョンレノンとオノヨーコが暮らして、暗殺され

たアパート、ダコタハウスもセントラルパークの見

渡せる素晴らしい建物でした。ＮＹは美術館が多い

のも魅力です。 

 ＮＹと言えばエンターテーメントの盛んなとこ

ろですし、トミー賞４冠を取ったミュージカル「王

様と私」を日本で eチケットを早くから取って２度

観て来ました。１度目は全体を見渡せる席で、２度

目は真ん中の２列目で細かい所まで。もちろん最高

の役者達ですし、全て素晴らしく観る側の人達も一

流に見えました。驚いたのは自然に声を出して歌っ

ていること。演技もすべてナチュラルなんです。最

後はスタンディングオベーションで、感動の余韻に

浸って帰りました。 

皆様はＮＹをどう思われますか？ 

      

 

○古川 彰治 君 

皆さん良いお年をお迎え下さい。 

1月 11日お忘れないよう宜しくお願いします。 

○木本 玲子 君 

ただ今大阪フェルティバルのニューイヤーコン

サートに向けて甲子園ロータリークラブ合唱団の

方々とも一緒に練習をさせて頂いています。 

皆様高齢の方でも良く声が出ていて、素晴らしい

です。あと一ヶ月風邪を引かないよう、練習を頑張

りたいと思います。 

○草野 旦 君 

今年最後の例会になりました。 

今年一年お世話になりました。皆様良いお年を！ 

○野木 久子 君 

この一年ありがとうございました。 

年を重ねることは物忘れをひとつひとつ重ねるこ

とにつながっている私です。今年最終例会、大きな

忘れ物をしました。来春の例会に・・・。 

佳きお年を！！ 

○大西 利哉 君 

今年も終わりです。皆様は良い年だったでしょう

か。来年も良い年でありますように。 

○阪上 栄樹 君 

本日が今年最後の例会になりました。 

皆様良いお年をお迎え下さい。 

○竹原 善記 君 

年末ジャンボ宝くじを買いすぎました。 

ニコニコする資金が少なくなりました。当りました

折は、大口のニコニコをさせて頂きます。 

今年も一年ありがとうございました。 

ニニココニニココ箱箱  

3 



○田村 久子 君 

12月 11日みつなかホールのコンサートに行かせ

て頂きました。 

親しみのある演奏と素晴らしい音響で、楽しい時

間を過ごすことが出来ました。 

招待だったので、ニコニコへ。 

○田中 哲三 君 

先週金曜日、テレマン室内楽を聴きに行きました。 

次回 5月の企画、楽しみにしています。 

芝池様宜しく。皆様良いお年を、ニコニコ。 

○谷口 敏彦 君 

今年一年皆様お世話になりました。 

来年も宜しくお願い致します。 

○矢野 浩臣 君 

今年一年お世話になりました。 

皆様良いお年を。 

 

 

 

□本日のソング 

「それでこそロータリー」 

             野木 久子 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 26  83.87 

前々回 

12/2 
33 3 30 25 2 87.10 

 

□幹事報告 

①1月のプログラム 

1月11日(月) 「スポーツ百貨店」午前8時半集合 

        宝塚市立スポーツセンター 

1月13日(水) 例会 クラブフォーラム 

（上半期会務報告、下半期活動計画） 

1月20日(水) 黒田ガバナー補佐訪問 

②後期の会費納入お願いします。1月31日迄。 

③地区大会（3月12日(土)13日(日)） 

  出欠を1月20日までに決めて下さい。 

  1月20日までに登録料を納めて下さい。 

  会員：12,000円  家族：7,000円 

④補助金管理セミナーのお知らせ 

  日 時 ：2016年2月7日(日) 

       13：45～16：45 

  場 所 ：神戸国際会議場301号室 

       神戸市中央区港島中町6-9-1 

 出席要請者：会長エレクト、会長ノミニー、次期

幹事、次期会計、次期奉仕プロジェクト担当者 

 

リフレッシュエクササイズ №273  

皆様 今晩は 

23期 第6回、通算273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。 

★あと一週間で「冬至」、一年中で夜が一番長い日

です。日照時間が短く、朝夕と日中の寒暖の差が激

しい時です。「お日様うがい」を忘れず、体調管理

に充分気をつけて下さいませ。 

★“ほほえみ会”では、12月は「今年の出来事、人・

ものに感謝する月」としています。  

★お顔にっこり、元気な声で「ありがとう。ありが

とう」と言いながら行います。 

1）いつものように足を腰幅に開き「深呼吸」2回。 

手首の関節をしっかり捻りながら行い、手首や関節

を柔らかくしておきます。 

2）手をこすり合わせながら「〇〇さん（君）、先

生、お連れ合い・お客様・・」ありがとう！ありが

とうございました。 

3）身体中をさすりながら「ありがとう、来年もよ

ろしく！」 

★本日のハイライト「あべこべ体操（エクササイズ）」 

  「手も足も反対から使う」事を続けて下さい。 

（脳細胞のバランスがとれ認知症予防になります） 

4）深呼吸2回、親指を中にしてクンバハカし、にっ

こりして終わります。 

来年をお楽しみに！  

Ｅ（笑顔）・Ｈ（拍手）・Ａ（握手）で ご機嫌よ

う！ 

では皆様、良いお歳をお迎えくださいませ。ありが

とうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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