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会長 山本 章太郎 

 

皆さん こんばんは。 

 

本日は篠山ロータリークラブから大西 

仁司会長と廣田実光幹事、宝塚武庫川ロ 

ータリークラブより澤田容延会長と奥西 

要幹事がおいで下さいました。最後まで 

  おくつろぎください。 

 本が売れない状況が続いています。 

出版物の販売金額のピークだった 1996年

（平成 9年）の2兆 6600億円と比べると、

市場規模は六割弱の 1兆 5000億円まで縮

小しています。 

何とか本を読んでほしいという思いを

込めて、本日から毎回、私が興味を持っ

た本を紹介させて頂きます。 

今回は「不食という生き方」秋山よし

たね著です。著者は 2008年以降、一切の

飲食が不要になったと書いています。 

私も食べ過ぎると眠くなったり、体が

重くなったりすることは経験上、感じて 

いました。しかし、まさか食べないとは考え

たこともありませんでしたが・・・。 

著者は「不食」と断食・ダイエットは違う

と主張します。過食は心の飢えが原因だとも

言います。この点に関しては少し納得する部

分もあります。とにかくこの著者の話が事

実？なら、世界中の飢餓問題におおきな進展

がありそうです。 

ただ、食料を供給する側には都合の悪い問

題が多くあるかもしれません。朝日新聞の 1

面に宣伝していましたが、マスコミで取り扱

われている様子もありません。 

興味をお持ちの方は、是非お読みください。 

 

 

 

幹事運営方針 

      芝池 巌 幹事 

 

基本的任務 

 山本会長補佐してスムーズなロータリー活

動の運営に努力します。 

楽しく、有意義な宝塚中ロータリーの活動が
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出来ますように頑張ります。皆様のご協力ご

鞭撻をよろしくお願いします。 

 

重点目標 

 R Iテーマおよびガバナーのスローガンをふ

まえ、宝塚中ロータリークラブ山本会長の基

本方針に従ってロータリー活動運営を進めて

まいります。 

 

具体的活動 

 従前の活動を継続し,新たな発想で宝塚演

奏家連盟と共同して宝塚ベガ クラシックフ

ェスタの開催に取り組みます。 

また定期的に例会において演奏家連盟の皆

さんによるコンサートをしていただき,楽し

い例会プログラムを運営いたします。 

 これに伴ない、例会出席率の向上をはかり、

当倶楽部の活性化並びに近隣ロータリーとの

交流をさらに活発にしてまいります。 

 そして、クラブ各委員会とコミニケーショ

ンを密にしてスムーズな運営・活性化に努力

します。 

 

副会長運営方針 

          田辺 朱希美 副会長 

 

今年度、副会長を仰せつかりました田辺朱

希美でございます。 

山本会長の補佐を微力ながらも精一杯務め

させて頂きますので宜しくお願い致します。 

また、私から会員の皆様へのお願いであり

ます。来年度は私共、宝塚中ロータリークラ

ブの 25周年という記念すべき年度を迎えます。

そして来年度、私は会長という大役を仰せつ

かっております。 

その２５周年の祝賀会を大盛会に終わる為、

会員の皆様の厚いご友情を頼りに致しており

ますので御意見、ご要望などお聞かせ頂きた

いと思っております。その節には宜しくご協

力お願い致します。 

 

 

 

○澤田 容延 様（宝塚武庫川 RC） 

 一年間、宜しくお願い申し上げます。 

○奥西 要 様（宝塚武庫川 RC） 

 本日は宜しく御願い申し上げます。 

 

○前田 正明 君 

 篠山ロータリークラブ大西会長・廣田幹事

様、宝塚武庫川ロータリークラブ澤田会長・

奥西幹事様、ようこそお越しいただきました。

今日はごゆっくりとなさってください。 

 

○阪上 栄樹 君 

 篠山 RC大西会長様 廣田幹事様、宝塚武庫

川 RC澤田会長様 奥西幹事様ようこそ！ 

 

○芝池 巌 君 

 宝塚武庫川 RC会長の澤田様、幹事の奥西様 

篠山 RCの大西会長、廣田幹事ようこそお越し

いただきました。 

今年一年よろしくお願いいたします。 

 

○田辺 朱希美 君 

 皆様こんばんは！篠山 RC大西会長様 廣田

幹事様、宝塚武庫川 RC澤田会長様 奥西幹事

様ようこそお越し下さいました。 

宜しくお願い致します。ニコニコ 

 

 

 

□ソング 

 「四つのテスト」       

小山 一子 会員 

□お客様 

大西 仁司 様 （篠山 RC） 

廣田 実光 様 （篠山 RC） 

澤田 容延 様 （宝塚武庫川 RC） 

奥西 要 様  （宝塚武庫川 RC） 

 

□出席報告 

 会員数 出席免除 算定 本日 MU 出席率 

本日 34 2 32 28  71.88 

前々回 

6/29 
34 2 32 24 4 87.50 

 

□幹事報告 

①ガバナー事務所から2015年6月30日付で宝
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ニニココニニココ箱箱  

週週刊刊報報告告  



塚中ロータリークラブは米山奨学事業につき

1,000万円達成クラブとして表彰されました。 

寄付筋の累計額は10,045,724円です。感謝

状は地区大会で表彰の後、当クラブへ送られ

ます。 

  

②明石西ロータリークラブから50周年記念式

典のビデオが届いています。 

事務所に置いておきますので御覧下さい。 

  

③各役員の皆さんからの事業計画書をまとめ

ています。提出まだの方はお早くお願いいた

します。 

  

④次回20日の例会は第1回宝塚市演奏家連盟

によるコンサートです。お楽しみください。 

 

*************************************** 

☆☆7月のお祝い☆☆  

会員誕生日  

9日 森信 静治 会員 

17日 大門 美智子 会員 

奥様（ご主人様）誕生日  

1日 小山 八郎 様 

11日 草野 満里 様 

25日 大西 奈津子 様 

*************************************** 
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 今週の本 

「不食という生き方」 

秋山よしたね著 

単行本: 172ページ 

出版社: 幻冬舎 (2016/5/25)

 

 


