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第 1160-61 回例会報告                           9 月  20 日(水） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日の例会（1162 回）   10 月    4 日（水） 次週予告         10 月   11 日（水） 

◎ソング 「君が代」「四つのテスト」 

            田村 久子 会員  

◎プログラム  

                 米山委員会プログラム 

◎ソング 「それでこそロータリー」 

              

◎プログラム       卓 話 

野木 久子 会員 

 

 

 

 

 

会長 田辺 朱希美 

 

皆さま こんばんは。 

本日は「若水さん」での 2 回目の例会です、場

所が変われば気分も変わり！本日はお客様も無く

私もユックリとお食事を頂きました。 

台風 18号が各地に爪痕を残し、日本列島を縦断

し被害に遭われた方々には、1 日も早い復旧を願

っております。 

さて、季節は二十四節気の白露の真っ只中！ 

赤トンボや、鶺鴒が尾を振って鳴くそうです。 

秋の七草は 深まる秋に萩、すすき、葛、撫子、

女郎花、藤袴、桔梗、と咲き始めます。 

これからの季節は秋も深まり朝晩、冷え込むこ

とでしょう！ 

冷えの改善に効くという 昨今、生姜ブームが起

こりましたが、他には ネギ、大根、山葵、大蒜、

なども冷え改善にには良いそうです。 

又 これらの食材は、気分を発散して、ストレス

改善にも良いのだそうです。 

又 日本人は撫で肩が多く、胃腸が弱かったり、

肺機能が不十分だったりしがちですが、肩が下が

ると呼吸も浅くなってしまいます。 

歳をとると腕を後ろに組んで歩く人をよく見か

けますがその方が体のバランスが取りやすく、呼

吸が深くなり歩くという運動がしやすくなるから

だそうです。 

食べ物では  山芋は 山薬と言われ漢方生薬だ

そうです。滋養強壮の効果があるそうです。精力

がつき加齢による肺の弱りに良くアンチエイジン

グに効だそうです。 

又 髪の発毛にも良く 髪の毛を気に掛けていら

っしゃる方々は 是非！山芋を沢山召し上がって

下さい。焼いても、蒸しても、美味しいですね！ 

9月 23日には秋分を迎えます・・・そして、お

彼岸です。 

和菓子屋さんには お彼岸のおはぎが目に付き

始めます。何時もこの頃に私は買おうか？買わな

いでおこうか？・・・ダイエット中の私は 心の中

で葛藤しております！ 

今の所まだ我慢の子でございます。 

皆さま   ご機嫌よう。

 

   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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第 2680 地区 宝塚中ロータリークラブ 
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9 月 30 日～10 月 1 日に宝塚市文化財団と当クラ

ブが共催して行う「みんな集まれ！自然とアート

の秋フェスタ」で、当クラブが行うイベントの概

要について大西会員が解説しました。 

 

 

 

○今回はなし 

本日のニコニコ        0円 

本日までの合計  259,000円  

 

 

□ソング 

「奉仕の理想」  

田村 久子 会員 

□出席報告 

 会員数 出席免除 算定 本日 MU 出席率 

本日 32 3 30 26  86.67 

前々回 

9/6 
32 2 30 25 2 90.00 

□幹事報告 

今回は特になし 

 

1161回例会（2017年 9月 28日 木曜日） 

宝塚 3クラブ合同例会 

大門 勝史ホストクラブ会長挨拶 

今期宝塚武庫川 RC 会長を務めさせていただい

ております大門です。例会開始に先立ちご挨拶申

し上げます。 

本日は宝塚４クラブ合同例会です。今年度より

HYOGO E クラブが参加されています。 

皆様ご存知の通り、最初のロータリークラブで

あるシカゴ・クラブが 1905 年に創立されたとき

の目的は「会員同士の物質的相互扶助と親睦」で

した。 

1906 年 1 月に制定されたシカゴ・クラブの定款

の「第２条 目的」には「１．会員の事業上の利

益の推進 ２．通常、社交クラブに付随する良き

親睦とその他に特に必要と思われる事項の推進」

の２項目だけでした。 

そして「奉仕」の概念がロータリーに初めて現

れたのは、1907 年シカゴ・クラブ 3 代目会長のポ

ール・ハリスが「我ら少数の職業人の親睦のエネ

ルギーをあげて世のため人のために」と提唱した

のが最初です。 

この方針により、互恵・親睦派と奉仕派との対

立が発生したのはご存知の通りです。 

色々な論争がありましたがその後、100 年を超

える年月を経てげんざい「親睦」と「奉仕」はロ

ータリーの２本の柱となりました。 

1923-24 年度の RI 会長のガイ・ガンディカーは

「良き親睦は、ロータリーという苗木が根を下ろ

し、成長するための土壌をなしているのである」

と語っています。 

ロータリーの奉仕は「親睦あっての奉仕」だと

思います。 

近年ロータリークラブも会員減少が問題となり、

会員増強が重要課題とされています。言わば冬の

時代とも言えます。 

この時代にあっても宝塚 RC、宝塚中 RC、

HYOGO E クラブ、そして宝塚武庫川 RC が親

睦を深め「奉仕の理念」の達成に邁進することを

期待して挨拶の言葉とさせていただきます。 

プログラム 

ニコニコ箱 

週間報告 
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3クラブ合同例会卓話 

宝塚武庫川 RC 大室 儁 

 

国際大会の楽しみ方 

目次 

１ロータリー国際大会 

２アトランタ国際大会 

３今後の国際大会 

 

目的 

１ロータリーについて学ぶ 

２ロータリー連合体としての業務 

３ロータリーファミリーが楽しむ 

 

楽しみ方 

１楽しみながら学ぶ 

２出会いがある 

３アイディアの交換が出来る 

４多くのイベントを楽しむ 

５大会開催都市の文化に触れる 

 

今後の国際大会 

2018トロント 

2019ハンブルグ 

2020ホノルル 

2021台北 

2022ヒューストン 

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

☆☆10月のお祝い☆☆  

会員誕生日  

6日  野木 久子 会員 14日 細川 洋一 会員 

17日 槙野 稔   会員 17日 木本 玲子 会員 

奥様（ご主人様）誕生日  

1日  池田 英樹 様 15日 堀  典子 様  

22日 矢野 美保 様 

結婚記念日 

2日  栗田 義博・加寿子 様 

11日 定籐 繁樹・登紀子 様 

13日 池田 美江・英樹 様 

19日 大西 利哉・奈津子 様 

24日 那須 範満・次子 様 

28日 大門 勝史・美智子 様 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
10月 5日 

レジ袋ゼロデー 

スーパーマーケットの業界団体である日本

チェーンストア協会が 2002 年に、ゴミ減量

のために買物袋(マイバッグ)の持参を呼び

かけるために制定。 

10月 8日 

イレバデー 

全国保険医団体連合会が 1992(平成 4)年に制

定。「い(1)れ(0)ば(8)」の語呂合せ。 

「保険で良い入れ歯を」ということで、全国

で入れ歯についての電話相談が行われる。 

10月 9日 

世界郵便デー 

万国郵便連合(UPU)が 1969(昭和 44)年に「UPU

の日」として制定。1984(昭和 59)年に「世界

郵便デー」と名称を変更した。 

1874(明治 7)年のこの日、全世界を一つの郵

便地域にすることを目的に、万国郵便連合が

発足した。日本は 1877(明治 10)年 2月 19日

に加盟した。 

10月 10日（旧体育の日） 

目の愛護デー 

中央盲人福祉協会が 1931(昭和 6)年に「視力

保存デー」として制定。戦後、厚生省(現在

の厚生労働省)が「目の愛護デー」と改称。 

「10 10」を横に倒すと眉と目の形になるこ

とから。 

また、1963(昭和 38)年のこの日、アイバンク

が開設された。 


