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第 1288 回例会報告                                  9 月  23 日(水） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日の例会（1289 回）     10 月   7 日（水） 次週予告                   10月  14日（水） 

◎ソング   「君が代」「Be a Rotarian」 

     小山 一子 会員 

◎プログラム  卓 話 

                    田辺 朱希美 会員 

◎ソング 「我等の生業」 

            小山 一子 会員 

◎プログラム    卓 話                    

            大門 美智子 会員 

 

 

 

 

 

会長 馬場 和代 

皆様こんばんは。 

本日、矢野会員の卓話でのお客様で、宝塚商工会

議所、中小企業相談所 所長でいらっしゃる胡中美

伸様です。どうぞごゆっくりなさってください。

後程卓話楽しみにしています。 

 ここ数日 空気も澄んでさわやかに秋らしくな

ってきました。 

先日あるパンフレットに色鮮やかな濃い青紫色の

「竜胆（りんどう）」の花の写真が載っていました

ので、少し調べてみました。野の山を彩る竜胆は、

日本を代表する秋の花です。秋に、群生はせずひ

っそりと一本ずつ花を咲かせるそうです。その凛

とした紫の花は悲しみを思わせることから、花言

葉が「悲しんでいるあなたを愛する」「正義」「誠

実」「高貴」etc.だそうです。敬老の日に送ること

が多いとの事。中国で大昔から生薬（健胃薬）と

して使われていて、リンドウの根は亀の肝のよう

に苦いことから、この漢字「竜胆」と名付けられ

たとのことです。開花時期は 9月から 11月で、日

光に当たっているときだけ花弁が開き、日陰や部

屋内では釣鐘状にすぼんでいまます。茶花として

もオミナエシ・ススキ・ワレモコウなどと取り合

わせてスッキリと生けられます。この花のように、

いつも凛として誠実に品よくありたいものです。

でも、悲しまず愛情いっぱいに、にこやかに！ 

 

さてガバナー月信 3 号のガバナーメッセージから

取り上げてみます。 

 今年度クナーク RI会長のテーマ「ROTARY OPEN 

OPPORTUNITIES」ロータリーは機会の扉を開くです。 

 サンディエゴ国際協議会の研修での意見 

●Chance は偶然性が高く、Opportunities はロー

タリーが主体性をもってつくり出した機でありこ

の違いを理解しクナーク会長の思いを共有いたし

ましょう。 

●会員の皆様からの質問に対しての意見交換 

 ・ガバナーは時代の流れで変化はあるがロータ

リーの本質である原理・理念は変わることはない。

時代の流れに呼応した多様性と捉え、不易流行を

肝に銘じ我が地区の誇るロータリーの心と原点を

求め続けることが大切と考える。 

 

  R.I.会長テーマ 

  “機会の扉を開く” 

     スシル・クプタ 
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・ラジェンドラ K.サブー元 RI 会長のメッセージ

として「職業奉仕を取り去れば、ロータリーは単

なる地域の奉仕団体になってしまう。又職業奉仕

から倫理を取り去れば、完全にその意義が失われ

てしまう。世の中には人道的な活動に取り組んで

いる NPO が数え切れない程あり、倫理や価値観を

信奉する団体に事欠きません。しかし、職業を基

礎とした倫理と人道的な奉仕を車の両輪として同

等に重要視している団体は稀です。この稀な団体

がロータリーです。」 

 

もう一件 9月 18日（金）に「日本のロータリー100

周年」（84円切手１シート 10枚）が発売されまし

た。これはロータリー関係者のみならず地域の

人々にロータリーに関心を持っていただき、公共

イメージや認知向上に役立つものであると思いま

す。ぜひご購入下さいませ。 

デザインは国際ロータリーのテーマロゴを表現さ

れています。 

ピンク－鳩「平和構築と紛争予防」 

肌色－聴診器「疫病予防と治療」 

水色－水滴「水と衛星」 

黄色－母子「母子の健康」 

薄緑－本「基本的教育と識字率向上」 

  

 

 

卓 話  

 矢野 浩臣 会員 

 

コロナ禍により大半の事業者が影響を受けており

ます。 

その中で国・県・市が感染拡大防止のための補助

金や助成金があり、商工会議所がその手続きのお

手伝いをしております。 

そこで本日は宝塚商工会議所 中小企業相談所 

所長 胡中美伸氏にお越しいただき、活動内容の

報告やお得な地元活性化策などについて説明を頂

きました。 

 

 

 

 

 

 

○石原 正裕 君 

 阪上会員、ガバナーノミニーおめでとうござい

ます。ニコニコ 

 

○那須 範満 君 

 阪上会員のガバナーノミニー決定を祝して。 

 

今回のニコニコ       15,000円 

本日までの合計      140,000円 

 

 

 

 

 

□ソング 

「四つのテスト」 

小山 一子 会員 

 

□出席報告 

 
会員

数 

出席

免除 
算定 本日 出席率 

本日 27 1 26 22 84.62 

 

□お客様 

胡中 美伸様 

 

□幹事報告 

なし 

 

 

プログラム 

ニコニコ箱 

週間報告 
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◆リフレッシュ・エクササイズ№311  

                      

小山 一子 

 

★28期・第 3回通算 311回目の「リフレッ

シュ・エクササイズ」です。 

  

★9月も中旬を迎え、朝夕は少し凌ぎやすく

なって参りました。 

お元気ですか？ コロナと夏の疲れが出てい

ませんか？ 

 

コロナウイルス・夏の疲れなどの回復のため

にも、いつでも・どこでも・どなたにも、簡

単に行える効果的なエクササイズご一緒にど

うぞ！ 

 

＊身体の中で一番行うことの少なく委縮しや

すい 

★「側筋のエクササイズ」です  ＊上着を脱

いで行います。 

 

1） 足を腰巾に開き、笑顔で大きな声

（元気な声）で数えながら深呼吸を 

2回行います。 

 

2） 足を揃えて立ち首の後ろで組み、吐

きながら伸ばし手の平を返し顎を 

上げ、一息吸って吐きながら左に倒

し、数えながら 5回倒して行きま

す。 

 

3） 吸って上に戻し、反対（右）に倒し

て行います。 

 

4） 吸って戻し、吐きながらゆっくり下

ろします。 

 

6）手をぶらぶらさせ、親指を外にし、し

っかり「クンバハカ」して終わります 

 

1＜身体中で一番やることの少ない側筋です。

1日に数回行って下さい＞  

 

★エクササイズは人に代って頂くことは出来

ず、自分で行うほかありま 

せん。良いことはやり続け「健 幸
●

」をキ

ープして下さいませ。 

 

 

◆次回をお楽しみに。有難うございまし

た。     

 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

☆☆10月のお祝い☆☆ 

会員誕生日 

14日 細川 洋一 会員 15日 大山 昌勲 会員 

17日 槇野 稔 会員   17日 木本 玲子 会員 

奥様（ご主人）誕生日 

10日 大山 桃子 様 

22日 矢野 美保 様 

結婚記念日 

1日 田辺 源一郎・朱希美 様 

2日 槇野 稔・真理 様 

2日 栗田 義博・加寿子 様 

10日 神尾 友治・薫 様 

11日 定藤 繁樹・登紀子 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 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホームページ 

https://www.tknakarc.com 

 

事務所ＦＡＸ番号  0797-83-1110 
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