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第 1152 回例会報告                             7 月  19 日(水） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日の例会（1153 回）  7 月   26 日（水） 次週予告  8 月   2 日（水） 

◎ソング 「Be a Rotarian」 

            桑田 昭世 会員  

◎プログラム  卓 話    秋沢 マリー様 

              前年度決算報告、監査報告 

◎ソング 「君が代」「奉仕の理想」 

             田村 久子 会員 

◎プログラム  

会員増強委員会プログラム              

 

 

 

 

 

会長 田辺 朱希美 

 

皆さん こんばんは。 

 

本日は例会場を『若水』に変え気分も変わって、

何だか楽しい気分です。宜しくお願い致します。 

近畿地方も梅雨明け宣言が有りました。暑さも

本番！皆様、熱中症にはくれぐれもご注意下さい

ませ。 

そして、昨晩、悲しいニュースが流れました。 

105歳で 日野原 重明先生が、永眠されました。 

聖路加国際病院名誉院長として 1911年 明治 44

年 10月 4日 山口県山口市出身 京都帝国大 卒 

モットーは生涯現役を謳われていました。 

終末期病棟を最後まで自ら回診されたそうです。 

私も日野原 重明先生のご講演をお聞きする機

会が有りました。 

本当にお優しい先生でおじいちゃまっていう印

象が今だに忘れられません。 

100歳を過ぎても「自分の持っている命が誰か

の役に立つ！！心を満たす！幸福感こそが人生を 

充実させる」と、いう言葉に特に力を込められ

たそうです。 

そして、色んな名言を残されました。 

『自分のためでなく人のために生きようとすると

き 、その人はもはや孤独ではない』 

『私たちに与えられた恵みを数えてみれば、どん

な逆境にあったとしても、受けているものの方が、 

与えるものよりも多い事に気付く、受けた恵みを

どこかで返そうと考えたいものである』 

最後までアクテイブライフを志し『生まれて良

かった』を実践されたそうです。 

日野原 重明先生のこれらの名言に、学ぶ事が沢

山有ります。 

私たちロータリアンも受けた恵みを返しましょ

う！「超我の奉仕」を目指しましょう！！小さな

事からコツコツと・・・ 

そして又、 

『鳥は飛び方を変えることは出来ない、動物は這

い方、走り方を変える事は出来ない。しかし、人

間は生き方を変える事が出来る』と仰ったそうで

す。        

 

   R.I.会長テーマ 

   “ロータリー：変化をもたらす” 

      イアン H.S. ライズリー 

●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 

●新事務所  〒665-0845  宝塚市栄町１丁目１７－８－２  

●電 話 0797-83-1110  FAX  0797-83-1110 

●会 長 田辺 朱希美 ●幹事 那須 範満 ●会報委員長 山本 章太郎 
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ROTARY； MAKING DIFFERENCE.    

2017-2018年度  国際ロータリー、テーマ 

ロータリー；変化をもたらす！私たちも何かを

変えましょう 

宝塚中ロータリーも 25週年を迎え、変化の時だ

と思います。 

宝塚中ロータリーの 5年先！イイエ！10年先を

考えてみましょう！ 

 

日野原 重明先生のご冥福をお祈り致します。 

 

 

卓 話 

             草野 旦 会員 

「食後の雑談」 

宝塚歌劇団における演出助手時代のとりとめのな

いお話しを聞いてもらおうかと思います。 

① 助手時代のこと 

② 初作品のこと 

③ 鳳蘭リサイタルとやしきたかじんのこと 

 

 

 

○堀 弘二 君 

 初めての若水会場で何とか出席できました。 

私ら老人にとっては健康で出席が大変です。 

これからもよろしく。 

 

本日のニコニコ    2,000円 

本日までの合計  172,000円  

 

 

□ソング 

「我等日本のロータリアンの歌」  

木本 玲子 会員 

□お客様 

 

□出席報告（次号に掲載） 

 会員数 出席免除 算定 本日 MU 出席率 

本日      .00 

前々回 

7/5 
33 2 30 25  82.33 

 

□幹事報告 

 本日は、初めての試みとして「若水」での移動

例会です。 

アルコール等の飲み物は各自でご負担願います。 

温泉は 150 円の追加料金で入浴できます。費用

はクラブが負担します。 

 

リフレッシュ・エクササイズ №289  

                 小山 一子 

★25期・第 1回、通算 289回目の「リフレッシュ・

エクササイズ」です。 

会場が「若 水」です。よろしくお願い致します 

 

◆梅雨が空けました。 

日中は連日真夏日「水分の吸収」を小まめに行い、

熱中症に気をつけてお過ごし下さいませ。 

 

◆「笑顔つくりエクササイズ」ご一緒にどうぞ！ 

1）座ったまま行います。 

2）顔は自分の顔だからどんな顔をしていても良い

は自己中心で大人ではありません。顔は自分には

見えず、人が見て下さっています。 

3）先ず、朝起きた時ご自分の名前を子供の頃のチ

ャン付けで「〇〇チャンお早う」と挨拶の習慣を

つけます。最初は照れ臭いですが、だんだん慣れ

てきて若返ります。 

4）手の指 3本で頬を三回押します。2㎝以上指が

入ると合格です。普段から笑っていないと、笑筋

は退化して行きます。 

4）次に眉の上に三本の指を当て眼球を刺激します。

指で眼球を触ってはいけません（刺激がきつすぎ

ます）

プログラム 

ニコニコ箱 

週間報告 
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5）目の下を行います。 

6）顎の下の刺激です。 

手の甲で「い」のつく言葉で刺激します。 

「嬉しい～」「楽しい～」「優しい～」「有難い～」

「暖かい～」等‥ 

ホルモン系統の刺激と「い」のつく言葉で、口角

が上がります。 

 

★一日に気が付いた時に行ってみて下さい。笑顔

は気分転換にもなり「健 幸 長 寿」に役立ち、

人生が好転致します。 

 

次回をお楽しみに。ありがとうございました。 

                 

第１回創立 25周年記念実行委員会 

出席者：大西利哉 前田正明 野木久子 田辺朱

希美 那須満範 竹原善記 古川彰治 馬場和代 

槇野稔 阪上栄樹 

創立 25周年記念事業計画(案) 

1) 10月 1日 宝塚市・(公財)宝塚市文化財団主

催の｢秋のほほえみ文化祭!・祭！・祭！｣への共催

(ガーデンフィールズ跡地) 

担当委員会 

青少年奉仕委員会 

社会奉仕委員会 

公共イメージ委員会 

長期計画委員会 

・共催金 20万円：理事会承認 

・宝塚中ロータリークラブのブース出展(宝塚 3ク

ラブ名入りテント使用) 

「エンドポリオ」 

「ロータリークラブの広報」  

「ゲームコーナー等」 

2) 10 月 14 日 講演会「高齢社会について考え

る」(めふピピア) 

担当委員会 

長期計画委員会 

社会奉仕委員会 

公共イメージ委員会 

3) 1月 13日 長期計画委員会｢スポーツ百貨店｣ 

(宝塚市体育館) 

担当委員会 

長期計画委員会 

社会奉仕委員会 

公共イメージ委員会 

4) 未定 植樹 

社会奉仕委員会 

公共イメージ委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当クラブＨＰへのＱＲコードです。 

スマホでお試し下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今日は何の日 

7月 27日 

スイカの日 

スイカは夏の果物を代表する「横綱」であり、

スイカの縞模様を綱に見立て、七(な)2(ツ

ー)七(な)で「夏の綱」とよむ語呂合せから。 

8月 1日 

水の日 

国土庁が 1977年に制定。1年を通して 8月が

一番水を使う量が多い月であることから、そ

の月の最初に節水を呼びかける為. 

8月 2日 

カレーうどんの日 

カレーうどんが全国浸透してから 100周年と

なる 2010(平成 22)年に制定。 

6月 2日が「カレーの日」、7月 2日が「うど

んの日」であることから。 

 

 

 

 


