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会長 山本 章太郎 

 

皆さん こんばんは。 

 

本日は宝塚演奏家連盟から東郷久野様 

奥村智美様、山口玲子様そして宝塚武庫 

川ロータリークラブより澤田容延会長と 

中尾篤志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。 

 ソフトバンクが ARM（アーム）というイ

ギリスの会社を 3兆 3千億円で買収する

と発表しました。 

この会社は半導体の会社ですが、製造

部門は持っておらず、日本や韓国・中国

などのメーカーとは根本的に異なってい

ます。あらゆる機器に組み込まれている

マイコンの頭脳の部分を握っています。 

消費電力を抑える特徴を持ち、低消費

電力を目標に設計されるモバイル機器に

おいては世界中で支配的と言われるくら

い使われています。 

IBMやフィリップス、サムソン電子やパ 

ナソニック、任天堂など、世界の主なメーカ

ーはこの会社から技術供与を受けています。 

 従業員は 2200人ほどしかいません。 

ソフトバンクが買収しましたが、残念ながら

日本人の雇用には全く影響しません。 

 

今回の本は「本音で生きる」堀江貴文著です。

著者はなぜ本音を言えないのか、なぜ本音 

で生きられないのかわからないと主張します。

世の中はすべて「いいか、悪いか」「ゼロか 

１００か」で割り切れるものではないので 

まず言いたいことを言ってやりたいことをす 

べきであると。 

多くの日本人は誰でもこのように生きたい 

と思っていますが、今までの負の遺産（勤め

る会社が不安定だったり多額の住宅ローンが

残っていたり、親の介護など）があるため、 

現状に甘んじている場合が多いと考えられま

す。 

若い人にはぜひ実践してもらいたい反面、

薄っぺらな知識で分かったような気になって

いる若者も多くいるのが不安材料です。 

人口知能（AI）により、このままでは仕事
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がどんどんなくなっていくのは明白なので、

この本が何かのよいきっかけになってくれた

らと思います。 

 

 

 

第１回 宝塚演奏家連盟コンサート 

    

宝塚演奏家連盟、元会長の奥村智美先生と現

会長の山内玲子先生に素晴らしいピアノ連弾

を披露して頂きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○澤田 容延 様（宝塚武庫川 RC） 

 先日は、阪上ガバナー補佐様、補佐幹事の

皆様、ありがとうございました。 

２週連続で、おじゃまいたします。 

 

○中尾 篤志 様（宝塚武庫川 RC） 

 初めてメイキャップで他クラブ様の例会に

参加させていただきます。どうぞよろしくお

願い致します。 

 

○川添 裕照 君 

①山本丸の出港を祝して、ところで山本会長

は不食を実行するのですか。 

②クラシックの生演奏を楽しみにしておりま

す。 

 

○草野 旦 君 

 梅雨があけました。いよいよ夏です！ 

それにしても暑いですね。 

中尾さん、よくいらっしゃいました。 

○芝池 巌 君 

 宝塚武庫川 RC澤田会長、中尾様 ようこそ

お越しいただきました。 

また、演奏家連盟の山内会長、東郷前会長、

奥村元会長 本日は演奏よろしくお願い致し

ます。 

 

○竹原 善記 君 

 今日も楽しい例会、ありがとうございます。 

 

 

 

□ソング 

 「それでこそロータリー」       

小山 一子 会員 

□お客様 

東郷 久野 様 （宝塚演奏家連盟） 

奥村 智美 様 （宝塚演奏家連盟） 

山内 玲子 様 （宝塚演奏家連盟） 

澤田 容延 様 （宝塚武庫川 RC） 

中尾 篤志 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 23 1 75.00 

前々回 

7/ 6 
34 1 33 28 3 93.94 

 

□幹事報告 

①今年度は６回、例会時に宝塚演奏家連盟の

皆さんによる室内コンサートをしていただき

ますが今日は第１回目となります。お越しい

ただました東郷前会長からご紹介いただきま

すが 山内会長と奥村元会長によるピアノ連

弾・アンサンブルで演奏していただきます。 

  

②今日の演奏会をお聴きに宝塚武庫川ロータ

リークラブの澤田会長・中野会員がお越しに

なりました。 

  

③今年度の事業計画書が各委員長から頂いて

ない方があります。来週までに幹事まで提出

お願いします。 
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リフレッシュ・エクササイズ №280  

小山 一子 

 

★24期・第1回、通算280回目の「リフレッシ

ュ・エクササイズ」です。 

山本会長のご用命にて今期もご奉仕させて頂

きますので、よろしくお願い致します。 

★24期「山本丸」が無事出航致しました。一

年間の無事航海のｴｰﾙを送りたいと思います。 

◆いきなり心身を動かすと無理が生じます。

呼吸に気をつけゆっくり丁寧に行って下さい

ませ。 

◆まず「明るい笑顔創りから」始めます。 

1）いつものように、お顔にこにこ、元気な声

で数えながら、足を腰巾にひらき、全身を使

って、ゆっくり「深呼吸」2回行います。 

 

2）手首をぶらぶら、横に縦に。続いて回しま

す（外回し、内回し） 

 

3）両手を上に上げ耳の後ろに付けるように伸

ばし、キラキラさせて、どさっと下ろします。 

 

3）手の平をこすり合わせて温めます。 

 

4）耳を挟み込んでさすります。 

5）お顔のマッサージ 

目を直接抑えることは出来ませんので、眉に

指3本当てて刺激します。 

 

6）鼻筋、歯茎、笑う筋肉（笑筋）柔らかく。 

7）いつも機嫌のよい笑顔でお過ごし下さいま

すように。 

 

皆様 今期もよろしくお願い致します。 

次回をお楽しみに！ 

ありがとうございました！                   

                －完― 
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 今週の本 

「この国のかたち（１～６）」 

司馬 遼太郎 著   文春文庫 

（竹原 会員の紹介） 

「家族という病２」 

下重 暁子 著   幻冬舎 

（竹原 会員の紹介） 

「本音で生きる」 

 堀江 貴文 著   SB 新書 

 


