
●１ ●

▲ ソ　ン　グ　「我等日本のロータリ
　アンの歌」　　　　前田　正明　会員
▲ プログラム　
　　　　　　　宝塚３RC合同例会

次 週 予 告 1月19日（水）本日の例会

第 844回例会報告 12月22日（水）

　　　　　　　　　　　阪上　栄樹　会長

　皆さんこんばんは、本日はお客様として
宝塚武庫川ロータリークラブの丸谷卓生会
長様、ようこそお越し下さいました。時間
の許す限りゆっくりとご歓談下さい。
　先週の家族親睦例会では親睦委員会の皆
様には大変お世話になり、ありがとうござ
いました。おかげで、楽しい親睦会となり
ました。オークションも197,000円の売り上
げになりました。皆様のご協力に感謝申し

上げます。ありがとうございました。
　いよいよ今年も最後の例会となりました。
今日を入れて今年もあと10日となり、会員
の皆様もお忙しい毎日をお過ごしのことと
思います。そのせいか、本日の出席はかな
り少ないようですが、ロータリーの方も今
期に入り６ヶ月があっという間に過ぎてし
まいました。年が明けますと、宝塚３クラ
ブの合同例会、IM、２月初めには熊本水前
寺公園RC訪問、３月はじめには地区大会、
４月末には地区協議会と、あっという間に
今期も終わりそうです。今のところ、あま
りこれといった成果もあげられていないの
ではないかと思っておりますが、皆様のご
協力のおかげで、例会運営は楽しく出来て
いるのではないかと思っております。皆様
のご協力、本当にありがとうございました。
　来週、再来週と２週続けて休会となりま
す。皆様にはどうぞ良いお年をお迎えくだ
さい。

◆卓話
「印刷と広告の話」
　　　　　　　　　　　前田　正明　会員
▶印刷
例 　年賀状
・オフィス系　ワード・エクセルなどソフト
・マック系　　イラストレーター、フォトシ
　ョップなどソフト

1月の行事予定

　会員誕生日
　　８日　草野　　　旦　会員
　１１日　田辺　朱希美　会員

　奥様（ご主人様）誕生日
　　５日　栗田　加寿子　様
　　８日　山崎　　道子　様
　１１日　田辺　源一郎　様
　１６日　川添　　康予　様

　結婚記念日
　２２日　前田　正明・久美子様
　２８日　中迫　陽治・美恵子様

会 長 の 時 間

MY記念日
MY記念日

▲ ソ　ン　グ「君が代」「それでこそロー
　　タリー」　　　　　川添　裕照　会員
▲ プログラム　
　　　　　　　クラブフォーラム

1月12日（水）

プ ロ グ ラ ム
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・それぞれの特徴・欠点
・基本オフィス系は　ＰＤＦ変換…印刷
▶広告
広告の流れ
・媒体（テレビ・ラジオ・新聞・雑誌・ち
　らし・ＤＭはがき）
・従来は一方的に消費者に
　ホームページが新しい流れ…⇒ブログ・
　ツィッター
・提供者と需給者　また需給者同士の交流
　が進んでいる。
　そこにはかつての市場の風景を彷彿させ
　る　人間同士の交流
▶キャッチコピーの活用
ちらし・ＤＭ・ＨＰなど売れるコピー作り
例 　居酒屋　お酒・焼酎
　メニュー・POP
　いも・米…など種類だけ　×
　初めて焼酎を飲む人におすすめ
　　女性におすすめ
　　刺身にぴったり
　　揚げ物にあう
　　香りを楽しむ焼酎
　　　　…など用途・目的別に

　

丸谷　卓夫　様（宝塚武庫川RC）…宝塚中
　RCの最終例会に出席いたしました。今年
　もいろいろお世話になりました。
古川　彰治　君…皆さん良いお年をお迎え
　下さい。明日宝塚ハーフマラソン３回目
　走ります。第一目標＝完走、第二目標＝
　２時間切る事です。応援よろしく。
前田　正明　君…公私共に大変お世話にな
　りました。皆様来年も良いお年でありま
　すようにお祈りいたします。

竹原　善記　君…今年１年間　ありがとう
　ございました。来年もよろしく！
田辺朱希美　君…丸谷会長様、ようこそお
　越し頂きありがとうございます。今期６ヶ
　月大変お世話になりました。下期も宜し
　くお指導の程お願いたします。ニコニコ
矢野浩臣君…来年は出席率を上げるよう努
　力いたします。皆様、今年はお世話にな
　りました。

　　　本日の会計　　　　　29,000円
　　　本日までの累計　　 434,000円
　　　　　　　　　　（田中　哲三　記）

◆本日のソング
「奉仕の理想」
　　　　　　　　　　　森脇　保仁　会員

◆出席報告

◆ビジター
　丸谷　卓夫　様（宝塚武庫川RC）

◆幹事報告
　　　　　　　　　　　幹事　田辺朱希美
＊一般財団法人比国育英会バギオ基金に、
　ホームクラブより一万円寄付させて頂き
　ましたので、会長　前川昭一様より御礼状
　が届いています。
＊今年最後の例会です、上期６ヶ月なんと
　か無事に終えることが出来ました。それ
　も、各委員長様はじめ会員の皆様の御協
　力のお陰だと、感謝申し上げます。下期
　６ヶ月もなお一層の皆様の御協力をお願
　い申し上げ、なお楽しい充実したロータ
　リーライフを実現させましょう！！
　皆様、どうぞ佳きお年をお迎えください
　ませ。

メイキャップ出席免除者会員数 算　定 本　日 出席率

前々回
12月８日

本　日 30

30

3

3

27

27

19

20 4

70.37

88.89

ニ コ ニ コ 箱
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◆スポット
「グルメ同好会」
　　 グルメ同好会会長　大西　利哉　会員
　1月16 日（日）11時20分　阪急山本駅北側
バス停より送迎バスにて出発します。

「親睦委員会」
＜米山留学生「胡　志武君」からのクリスマ
スメール＞
　宝塚中RCの皆様
　いよいよ今年も残りわずかとなりました。 
もうあっという間に1年が過ぎようとしてい
ます。
　すっかりご無沙汰しております。本日、
諸々御報告させて頂きます。
　今年10月８日より、私が上海市の党校（中
国共産党の幹部を養成する機関）にて、３
ヶ月の研修を受けることになりました。党
校は、党員特に幹部に対する教育機関であ
り、不定期に数ヶ月か数週間の徹底研修を
行ないます。そこで机を並べた同期生は、
将来の産官学の中堅幹部となって上海市に
散ってゆきますが、党校時代の「人脈」が
あらゆる場面で生きてくるといわれます。
　党校の党内の位置づけや目的は、時代と
ともに変わってきました。開校当初は、党
幹部の共産主義思想強化の場でした。鄧小
平の時代になって、幹部への研修機関とし
ての実務促進的な意味あいに変わってきて
います。
　ソビエト連邦の崩壊がきっかけになって、
現在の党校は、合理性をもった自己批判路
線をとっています。共産党の一党支配体制
を守りながら国家運営を持続させるための
「変化する共産党」は如何にして可能かを探
ります。
　ダーウィンの進化論の核にある「強いも
の、賢いものが生き残るのではない。自ら
　変化できるものが生き残る」という認識
が党校の現路線です。
　党校の規律が厳しいです。月曜日の朝か
ら金曜日の午後まで、無許可で校門を出る
ことのが禁止されます。
　今月31日に研修終了式典が行われる予定
です。
　新年より大学に復帰します。
　「上海米山学友会」の集まりは定期的に
やっております。

　取り留めのない近況報告でした。
　小山様、クリスマスベルどうもありがと
うございます。慌ただしいこの時期、お体
にはお気を付けください。来年のいい季節
に上海でクラブの皆様をお迎えできたらと
思っています。
　2011年も、より一層の努力を重ねる所存
でございます。今後とも皆様のご指導ご鞭
撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上
げます。

◇
　米山留学生「胡　志武君」へ出したクリス
マスメールの返信が来ました。益々立派に
なり、元気で活躍してくれていて嬉しい限
りです。　　　　　　（小山　一子　記）

「リフレッシュエクササイズ No.223」
　　　　　　　　　　　小山　一子　会員
　皆様今晩は。「リフレッシュエクササイ
ズ」今期第６回目、通算223回目 です。
　今日は「冬至」一年中で夜が一番長い日
です。明日から一日に一分ずつ太陽が戻っ
て参ります。
　「にこにこエクササイズ№1」から順に行
っています。
★「①深呼吸　②胸開き　③腕ねじり　④腕の
　反対ねじり　⑤手首　⑥首周りのエクササイ
　ズ№2　⑦側筋」のエクササイズでした。
　今回は 後ろ反り のエクササイズです
●大きく深呼吸。足を腰幅の倍に大きく開
　いて立ち、全身の関節を全て動かしなが
　らオーバーに行います。
１）両足を揃え、しゃきっと立ちます（カ
　カトを5ミリ浮かせるように）
２）両手を組み、大きく息を吸い、吐きな
　がら両腕をひっくり返しながら高く上げ
　ます。
３）息を吐きながらそのまま後ろに倒しま
　す。（ヒザを曲げないで）
　そのまま、ゆっくりひとーつ、ふたーつ
　と（５つまで）数えながら、ゆっくり倒
　して行きます。
４）吸いながら、ゆっくり元に戻します。
５）元に戻して身体をゆすり、大きく深呼
　吸し、親指を中にしてぎゅっと握り締め
　て終わります。
★普段は前に屈むことが多く、腰は特に老
　化しやすい場所です。身心共に柔軟にし
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　「老化予防」をなさって下さいませ。
　寒さ対策にもなり、心身がぽかぽかし、
　気分が明るく積極的なります
　皆様良いお歳を！　次回をお楽しみに！

ホームページ
http://www.tknakarc.com

　2011年は「PCレス」が話題になり
そうです。大きなパソコンに変わって
スマートフォン（iPhone や IS03など）
やタブレット端末（iPadやReader）の
普及が進み、職場や家庭でもパソコン
を使う頻度が減ることになりつつある
のです。ほとんどのことはスマートフ
ォンなどで代用できますからね。

ひとくち

定例会当日は矢野会員の誕生日。ソアレス
にてお祝いしました

12月23日　第六回宝塚ハーフマラソン
当クラブより古川会員（写真上）・吉田会員
（写真下）の2名が参加。
古川会員（2：12：57）、吉田会員（2：38：04）
共に無事完走されました。
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