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第 1108 回例会報告                          8 月 17 日(水） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日の例会   8 月    24 日（水） 次週予告   8 月  31 日（水） 

◎ソング 「奉仕の理想」 

           小山 一子 会員  

◎プログラム  卓話 

   細川 洋一 会員 

◎ソング 「四つのテスト」 

             田村 久子 会員 

◎プログラム  卓話 

田村 久子 会員           

 

 

 

 

 

会長 山本 章太郎 

 

皆さん こんばんは。 

 

本日はクレームについての話です。 

 クレームでも世代間に大きな違いがあるようで

す。コールセンター経験者によると、若者のクレ

ームは『どうしてこうなったのか、とにかく理由

が知りたい』(包み隠さず説明すれば納得してくれ

る)系が多いようです。 

 それに対して中年以降のクレームは『とにかく

そっちが悪い、俺を特別扱いしろ、こうなった理

由とかどうでもいいから誠意を見せろ』などが多

かったと言います。陰湿な嫌がらせの範疇に入っ

てしまうことが珍しくないようです。根底に「お

客様は神様扱いをすべき」という身勝手な願望が

あるのかもしれません。 

 反面教師扱いしかされない高齢者になるのでは

なく、若者が「見習いたい」と思える生き方をし

たいものです。 

 

今回の本は、「ぼくのマンガ人生」手塚治虫著

です。 

 宝塚でも大変親しまれている手塚治虫は、1989

年わずか 60歳で胃がんで亡くなっています。 

 この本は手塚の講演の内容をまとめたものです。

手塚の母は当時にしては珍しくマンガに理解があ

り、いじめられっ子だった手塚に、好きなだけマ

ンガ本を読ませてくれたそうです。 

 一度は医師の道に進みながら「そんなに好きな

ら、東京へ行ってマンガ家になりなさい」と言っ

て、背中を押してくれたのもそんな母親です。 

 また、空襲に遭って奇跡的に助かったエピソー

ドも出てきますが、それが手塚マンガのメッセー

ジの核になっているとも言います。 

 SF風とか少女マンガ風とか、いろいろな話を描

いていても根本的なテーマ”「生命を大切にする」

ことと「心なき科学技術の発達はかならず人類を

滅亡させ、地球を滅ぼす」”は変わっていません。 

 この本の最後で、手塚は「外国の人と謙虚に控

え目に人間らしく付き合ってほしい。決して威張

らないこと、これだけは約束してほしい」と私た
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ちにメッセージを送っています。 

戦争が終わって 71年が過ぎましたが、いつも忘れ

てはならないことですね。 

 

 

室津義定ガバナー公式訪問です。 

当クラブの活動に関して多くの貴重な助言をい

ただきました。 

地区大会は来年（２０１７年）３月４日（土）

～５日（日）神戸ポートピアホテルで開催。 

ＩＰＳ細胞を使った網膜再生医療に取り組んで

おられる高橋政代先生（理化学研究所多細胞シス

テム形成研究センター）が基調講演をされます。 

 

 

 

 

 

○古川 彰治 君 

 室津ガバナーをお迎えしてニコニコ。 

日本最初のメダル獲得はテニスです。アントワー

プオリンピック以来 96 年振りの錦織メダル獲得

ニコニコ。 

 

○蓮尾 春輝 君 

 室津ガバナー様、神谷地区代表幹事様、よくお

いで下さいました。よろしくお願い致します。 

 

○細川 洋一 君 

 室津ガバナー、神谷地区代表幹事、よろしくお

願いします。 

 

○石原 正裕 君 

 室津ガバナー、ご随行様の神谷様、本日はよろ

しくお願い致します。 

 

○中村 敏治 君 

 室津ガバナー様、本日は御指導、宜しくお願い

申し上げます。 

 

○阪上 栄樹 君 

 室津ガバナー様、神谷地区代表幹事様、本日は

どうぞよろしくお願いします。 

 

○芝池 巌 君 

 室津ガバナー、神谷代表幹事ようこそ宝塚中ロ

ータリークラブにお越いただきました。 

よろしくお願いします。 

 

○竹原 善記 君 

 室津ガバナーをお迎えして！ 

 

 

□ソング 

 「Be a Rotarian」       

田辺 朱希美 会員 

 

□お客様  

室津 義定 様（国際ﾛｰﾀﾘｰ第 2680地区ガバナー） 

神谷 誠治 様（  〃     地区代表幹事） 

 

□出席報告 

 
会員

数 

出席免

除 

算定 本日 MU 出席率 

本日 34 2 32 24  75.00 

前々回 

7/27 
34 2 32 26 4 93.75 

プログラム 

ニコニコ箱 

週刊報告 
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□幹事報告 

特になし 

 

臨時 理事会 20：10～  （例会場でで開催） 

宝塚ロータリークラブから提案があった米山記念

館へ 3 クラブ合同で訪問する件が承認されました 

 

日 程 ２０１６年１１月１９日（土）～ 

         １１月２０日（日） 

 （一泊二日） 

費 用  約 35,000 円 

例会にて参加希望を募ります。 

 

リフレッシュ・エクササイズ №281 

                 小山 一子 

 

★24 期第 2 回目、通算 281 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。 

 

★本日はＲＩ2680 地区ガバナー室津義定様御一

行をお迎えしています。 

 宜しければご一緒にお楽しみくださいませ。 

 

★夏バテが懸念されています。 

夏バテを予防し心身を元気にする「パワーアップ

エクササイズ」ご自分の体力に合わせ力一杯どう

ぞ！（無理はいけません） 

 

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）親指を中に握りこぶしを作り構え、ヒザを少し

緩めます。 

 

3）1）で右手を前に突き出し 2）で左手に変え 8

回行います（気合入れます） 

 

4）続いて身体を左に捻じり右手を突き出し、左右

8 回繰り返します。（何となく気分が優れない時に

も、効果を発揮します） 

 

5）ぐっとしゃがみこんで右拳を上に、次に左拳 

交互に 8 回行います。 

 

6）上からゆっくり息を吐きながら下ろします。 

 

7）脚を閉じて呼吸調整 8 回×2 回 

 

8）親指を中に握りしめ にっこり「クンバハカ」

して終わります。 

 

★水分補給を心掛け、睡眠を充分取り無理のない

毎日をお過ごし下さいませ。 

次回をお楽しみに！ありがとうございました！ 

                  ―完― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今週の本 

「ぼくのマンガ人生」 

手塚 治虫 著    

岩波 新書 

 

 

 


