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第 1112 回例会報告                          9 月 14 日(水） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日の例会   9月   21日（水） 次週予告   9月  27日（火） 

◎ソング 「われら日本のロータリアンの歌」 

           田辺 朱希美 会員  

◎プログラム   卓話 

                   田中 哲三 会員 

◎ソング 「Be a Rotarian」 

             小山 一子 会員 

◎プログラム  移動例会 

JA あしん 花のみち店にて           

 

 

 

 

 

会長 山本 章太郎 

 

皆さん こんばんは。 

 

国立科学博物館（東京都台東区）は、国民生活

に大きな影響を与えた科学技術の成果を後世に伝

える「未来技術遺産」に、環境に配慮した酵素配

合洗剤の先駆けとなったライオン油脂（現・ライ

オン）の「酵素パワーの『トップ』」など１６件を

新たに登録すると発表しました。 

ほかにも、１９８２年に販売され国内で広く普

及したＮＥＣのパーソナルコンピュータ「９８シ

リーズ」の初代機「ＰＣ―９８０１」やマウスに

よるグラフィカルユーザインターフェース(GUI)

をアップル社より早く実用化した「ＰＣ－１００」、

今も世界中でテレビ受信用などに使われている

「八木・宇田アンテナ」（魚の骨のようなテレビア

ンテナ）などが選ばれました。 

また、６８年に登場したソニーの「コンパクト・

カセット式超小型テープレコーダーＴＣ―５０」

（初期のカセットテープレコーダー）や、高度経

済成長期の建設現場で活躍し「ユンボ」の呼び名

で普及した国産初の「油圧ショベルＹ３５」（三菱

重工製）も選ばれました。 

私たちが若い時に使っていたものが歴史になり

つつあります。喜んでいいのか悪いのか？ 

 

本日の本は「坊主失格」小池龍之介著 扶桑社

です。 

東京大学出身の坊ちゃん坊主の自叙伝です。 

幼少期の体験や、性格を分析し、子供にありが

ちなわがままな振る舞いが、大人になってヒドイ

状態に増幅していく様がよく描かれています。 

男前で頭脳の回転が良いことと性格が暴走して

いることはまた別だったようです。 

そんな筆者が瞑想や座禅によって、昔の自分の

深層心理を分析して変わることができたそうです。 

超イヤな奴であった過去があるからこそ、現在

悶々としている人への実感のこもったアドバイス

もできるのかもしれません。 

ちょっと刺激が強い本ですが「苦しみの根源は、

自分の心の中にある」という事を理解するための
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一助になるかもしれません。 

 

 

宝塚演奏家連盟コンサート連盟コンサート第２回。 

フルートの武村美穂子様とピアノの轟木裕子様の

素晴らしい演奏を聞かせて頂きました。 

お二人のご紹介はおなじみの東郷久野様です。 

 

 

 

 

○池田 美江 君 

 先日イチゴのプリントのＴシャツを着ていたと

ころ、太っているからイチゴがトマトになってい

るよと親愛なるロータリアンが教えてくれました。 

ダイエットの決心がつきました感謝です。 

ニコニコ 

 

○槙野 稔 君 

 轟木様 ようこそ。本日はよろしく。ニコニコ 

 

○芝池 巌 君 

 今日の例会コンサートよろしくお願いします。 

宝塚演奏家連盟の東郷元会長、轟木裕子さん武村

美穂子さん今日の演奏会よろしくお願いします。 

西宮 RCの松田さんようこそお越しになりました。 

 

 

□ソング 

 「我等の生業」       

池田 美江 会員 

□お客様 

東郷 久野 様  （宝塚演奏家連盟） 

武村 美穂子 様 （  〃    ） 

驫木 裕子 様  （  〃    ） 

松田 隆 様 （西宮ロータリークラブ） 

 

□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 

8/31 
34 2 32 25 4 90.63 

 

□幹事報告 

特になし。 

 

スポット（小山会員） 

宝塚 RC のメンバー福間則博会員が 9 月 16 日

（金）15：00～16：30まで 宝塚商工会議所（ソ

リオⅡ6Ｆ）に於いて「弁護士の裏話」と題して講

演をなさいます。 

とても身近なことを伺えるのではないかと楽し

みにしています。 

ご縁がございましたら是非ご出席下さいませ。 

 

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

バングラデシュで中等学校を運営しておられるＮ

ＧＯ団体（ＪＡＣ：Japan with Asian Countries）

代表の大口忠男様・十四子様の卓話原稿。 

（第 1110回例会 2016年 9月 7日） 

「学べる喜び 学ぶ喜び」 

 

JAC（日本はアジアの国々と共に）は、宝塚国

際交流協会加入の NGO の 1 つで、バングラデシ

ュに幼少中高一貫教育の学校を建設して、2016年

1月から運営している。

プログラム 

ニコニコ箱 

週刊報告 
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当校の目標は、バングラデシュの国づくりに貢献

する志をもって意欲的に学ぶ生徒を育てることだ。 

教師は毎日、朝礼時に生徒に問う。あなたはバ

ングラデシュ人ですか。大きくなったら国のため

に尽くしましょう。そのために、しっかり勉強し

ましょう。 

保護者が見守る中で、幼稚園児も全員、胸を張

って威勢よく「はい」と答える。 

当校は、この国を支援した日本人のテロ犠牲者 

のための追悼週間をもった。 

この時から、教師は生徒たちに「ありがとう」

「ごめんなさい」といえる教育をより充実させた。 

当校のユニークな教育は、日に日に住民の信頼

を得て、来年度は大幅な生徒数が見込まれている。 

 目前の課題は、校舎の増築だ。ぜひとも皆さま

に資金援助をお願いしたい。 

 

リフレッシュ・エクササイズ №282  

                 小山 一子 

★24期第 3回目、通算 282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。 

★本日は宝塚市演奏連盟の皆様をお迎えしていま

す。宜しければご一緒にお楽しみくださいませ。 

★お陰様で 9月 9日（金）1：00～12：00まで 宝

塚市立「男女共同参画センターに於いて「健 幸

セミナー2016」無事終了致しました。 

8月 10日に定員に達し、皆様にプッシュできな

かったことお詫びいたします。 

メンバーの皆様のご声援に感謝致します。 

★今年 4 月、当クラブ主催の「健康講座」にお越

し下さいました笑いヨガの「林さえ先生」にも 30

分間お話しいただき好評を得ました。 

今晩は少しご一緒に。 

1）お隣の方と先ず右手で握手し「今晩は」、その

まま離さず次に左手で「今晩は」 

2）次は両手握手したまま「あっはっは～！」 

3）メンバーチェンジして同じことを繰り返します。

もう一度。 

4) 親指を外に握りしめ にっこり「クンバハカ」

して終わります。 

★秋の夜長が始まっています、読書の秋もお楽し

み下さいませ。次回をお楽しみに！ 

ありがとうございました！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当クラブＨＰへのＱＲコードです。 

スマホでお試し下さい。 

 

 

 

 今週の本 

「逆境経営」（前田会員 推薦） 

 桜井 博志 著 ダイヤモンド社 

 

「坊主失格」 

小池 龍之介 著 扶桑社 

 

 

 


