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▲ ソ　ン　グ　「奉仕の理想」
　　　　　　　　　　川添　裕照　会員
▲ プログラム　「卓話」
　　　　　　　　　　竹原　善記　会員

次 週 予 告 4月27日（水）本日の例会
▲ ソ　ン　グ
　　　　　　　「手に手つないで」
▲ プログラム　
　　　　　　　宝塚３RC合同例会

4月21日（木）

第 857回例会報告 4月13日（水）

　　　　　　　　　　　阪上　栄樹　会長

　クラブゲストとして御出席頂きました野
木久子様、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。
　さて、この間の日曜日のバスツアー、多
数の会員やご家族がご参加いただきありが
とうございました。桜の花もころあいで、
天候にも恵まれまして本当に楽しかったで
すね。親睦も充分はかれたのではないでし
ょうか。家内も大変喜んでおりました。お
世話頂きました竹原親睦委員長のおかげだ
と思います。ありがとうございました。添
乗頂きました銀のステッキ旅行の荒木有希
さんもとても良い方でした。早く当クラブ
のメンバーに加わって頂きたいと思ってお
ります。
　今期も残すところ２か月半あまりとなり
ました。次年度に向けての動きも活発にな
ってまいりました。宝塚武庫川RCでは先週
の土曜日には既に２度目の次年度役員会が
開かれたようでございます。今月の29日に
は地区協議会が開かれます。当クラブの次
年度役員、各委員会委員長の皆様、どうぞ
よろしくお願いします。
今、日本全体が大震災の影響を受け、色々
な行事が自粛され、みんなの元気がなくな
っているように思います。今こそみんなが
元気にならなければいけません。前にも申

しましたが、今期の残りは「頑張ろう！日
本」を目標に、東日本大震災に対して、あ
るいはこの地域のために、クラブとして何
が出来るのか、どうすれば良いのかを考え
て、出来ることから実行してまいりたいと
思っております。人あるいはクラブもそう
ですが、目標を決め、その目標に向かって
計画を立て進みます。会員の皆様のご意見
をちょうだいしたいと思っております。今
期の任期も少なくなってまいりましたが、
がんばろうと思っております。良い案があ
ればどしどし言って下さい。どうぞよろし
くお願いいたします。

◆卓話
「東日本大平洋沖大地震被災者支援につい
て」　　　　　　　　　坂上　安夫　会員

　初に未曽有の被害をもたらした東日本大
地震で犠牲になられた方々のご冥福をお祈
りするとともに、被災された方々へのお見
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舞いを申し上げます。
　過去100年に世界で起きた地震の規模（Ｍ）
9.0は４番目の大地震が発生し、東北から関
東までの広範囲に被害をもたらし大規模な
津波に襲われ、壊滅的な被害が生じていま
す。家族を失った子供たちも多く、農・漁
業への被害も甚大でかつてない国難に直面
しています。
　「不可能を可能にするのは人間、人間の
造ったものに絶対安全はない」。今日まで原
発の重大な事故は日本では起きないとされ
てきた。地元住民はそれを信じて受け入れ
首都圏に電力を送り、都民に快適な生活を
もたらしたことを忘れてはならない。
　東日本大地震の発生から１ヶ月余、警察
庁まとめ（12日午後７時現在）死者１万
3,232人・安否不明１万4,554人・避難者14
万1,343人といわれています。
　街の復興には長期にわたる苦難の闘いが
続くことになります。被災者の方々の救援
のためにクラブ会員皆様の善意とご協力を
お願いします。

◆幹事報告
　　　　　　　　　　幹事　田辺　朱希美
＊野木様、本日もご出席いただき大変嬉し
　く思います。
＊先日のバスツアーではお天気にも恵まれ
　最高のお花見日和でございました。竹原
　親睦委員長様はじめ親睦委員様、お世話
　になりました。「ふじ石亭」のお食事もた
　いへん美味しく近江牛も堪能致させて頂
　きました。本当に有難うございました。
＊本日は特に幹事報告は御座いません。
＊次週の例会は４月21日（木）（午後６時～）
　宝塚３RC合同例会です。20日（水）は振替
　休会です。

蓮尾　春輝　君…久し振りのような気がし
　ます。先週は、石巻に行っていました。
前田　正明　君…古川会員、ありがとうご
　ざいました。古川会員にご無理をお願い
　し松岡様のサイン色紙を頂きました。３
　名の方に差し上げました。その内の中２
　の男子は感動し、お母様から感謝の涙を
　頂きました。本当にありがとうございま
　した。

槇野　　稔　君…古川さん30周年と母の入
　退院、日曜日の彦根城と、いそがしい日々
　が続きました。桜満開、ニコニコ
中村　敏治　君…森脇さん、トップ当選お
　めでとう。
谷口　敏彦　君…いつも竹原親睦委員長、
　すばらしい企画旅行をたてて頂き有難う
　ございます。阪上会長、いつも御世話に
　なり有難う。奥様にもよろしくお伝え下
　さい。古川会員30周年記念、とても素晴
　らしかったです。

　　　本日の合計　　　　　36,000円
　　　本日までの累計　　 758,000円
　　　　　　　　　　（田中　哲三　記）

◆本日のソング
　「我ら日本のロータリアンの歌」
　　　　　　　　　　　前田　正明　会員
◆出席報告

◆クラブゲスト
　野木　久子　様

◆スポット
「1分間スピーチ」
　　　　　　　宝塚中プロバスクラブ
　　　　　　　　　会長　片岡　昌明　様
　このたびの東日本大震災により被害を受
けた多数の皆様に対し、心より哀悼の意を
表します。前途多難ではありますが、全国
民が支えあいながら回復に向け努力してい
かねばなりません。私達も16年前に阪神大
震災を経験し、色々な事象を克服して参り
ました。が今回は未曽有の大規模震災であ
り復興計画も大胆且つ緻密であるべきです。
東京一極集中の構造も十分検討すべき機会
かと思います。
　平成23年４月５日
　　　　　宝塚中ロータリークラブ・
　　　　　宝塚中プロバスクラブ合同例会
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　「『春の日帰りバスツアー』報告」
　　　　　親睦委員長　竹原　善記　会員
＊大河ドラマ「江」の舞台を訪ね、近江の
　国へ
旅程：宝塚ホテル8：00発→宝塚IC→彦根IC
　→①彦根城（国宝の天守閣を持つ井伊家
　の居城）→②長浜・日本料理「ふじ石庭」
　（ヤンマーの創始者の別邸で庭は富士山の
　溶岩を組んで造られている）→③米原・徳
　源院（京極家の菩提寺であり道誉桜の名
　所）→米原IC→宝塚IC→宝塚ホテル19：20
　着
参加人員：会員家族23名、子供１人（槇野
　会員のお孫さん）
感想：彦根城は桜が八分咲きではありまし
　たが、国宝の天守閣の壮大な風景に圧倒
　されました。お昼の「ふじ石庭」では美
　味しい懐石料理とお酒そして栗田次期会
　長の音頭で追加した近江牛の石焼ステー
　キでNKSの２時間でした。
　米原・徳源院は京極家の菩提寺であり、
　第19代京極家の中興の祖とされている高
　次に浅井３姉妹の二女お初（常高院）が
　嫁がれました。ご住職にお寺の歴史を全
　員で聞き、現在も京極家第31代と家来の
　末裔が一同に会し、年に１度法要をする
　とのことであります。
　お天気にも恵まれ、帰りの名神で少し渋
　滞はありましたが、ほぼ時間通りに宝塚
　ホテルに着きました。楽しい一日になり
　ましたことを、参加された皆様に感謝申
　し上げます。

「長期計画委員会より」
　　　　　　　委員長　古川　彰治　会員
①東日本震災に対する長期（2～3年以上）
　支援していく。まず今期節食例会を月２
　回実施。
②地元に対して汗を流しながらお金を使っ
　て奉仕していく具体的内容を次週迄に提
　出して下さい。

「リフレッシュエクササイズ　No.227 」
　　　　　　　　　　　小山　一子　会員
　満開の桜も花冷えに戸惑っています。
　今夜もいつものように心身ともにリフレ
ッシュする「にこにこエクササイズ」ご一
緒にどうぞ！
★今回は⑩「開脚立ち前屈のポーズ」です。

1）足は腰幅の倍に開き、腰を「ありがとう・
　ありがとう」と云いながら叩き、左右に
　ゆすります。
2）大きく息を吸いながら両手を上に上げま
　す。
3）吐きながらゆっくりと上体を倒していき
　ます。ヒザを伸ばしたまま手を両足の後
　ろにの伸ばして、1～5まで数え暫く耐え
　ます。
4）息を吸いながらゆっくりと戻し、両腕を
　上に上げ横からゆっくり下ろします（頭
　を最後にあげます）。
5）足を戻して足踏みし、親指を中にし、し
　っかりとクンバハカして終わります。
★倒した時に「ヒザ」が曲がらないように、
　ピンと伸ばします。老化防止・若返り、
　前立腺肥大症予防効果があります。
★全身の血行を良くし、脳細胞の活性化に
　なり、認知症予防になります。急がず、
　ゆっくり行ってください。
　次回をお楽しみに！

「親睦ゴルフコンペ」
　　　　親睦副委員長　吉田　忠司　会員
　６月１日（水）親睦ゴルフコンペを予定し
ております。また回覧致します。

「理事・役員会」
　　　　　　　幹事　田辺　朱希美　会員
日　程　平成23年４月13日（水）
時　間　18時30分～19時00分
場　所　宝塚ホテル
出席者　阪上・栗田・田辺・馬場・田中（哲）
　　　　細川・坂上・大西・古川
議　題
①姉妹クラブの須賀川南ロータリークラブ
　への義援金の件（宝塚・宝塚武庫川ロー
　タリークラブが私共姉妹クラブの須賀川
　南ロータリークラブへ義援金を送ってい
　ただけるとの事です）
　ホームクラブとしては、取り急ぎ須賀川
　南ロータリークラブへ100万円（見舞金と
　して）送金する事にいたしました。
　上記、承認。
②東日本大震災の被災地への今後の長期的
　な義援金・その他について
　節食例会を月に２回今期（４月～６月）は
　行う事に致しました。節食例会の時の御
　食事代金（カレ－ライス・ピラフ・ハイ
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　シライスetc.）を2,500円を2,000円にして
　頂き、一人1,000円（差額）を義援金として
　寄付に回させていただきます。
　上記、承認。
　その他、継続審議中
③伊和志津神社宮司 野木様のご入会につい
　て
　上記、承認。

◆お詫び
　表紙に掲げております「会長テーマ」の原
語（英語）Building Communities Bridging 
Continents　の表示が、前号まで長らく誤植
のままになっておりました。原因は印刷工
程において新機器を導入しました際に、過
去のデータを誤って引用した基本的操作ミ
スによるものです。改めて今号より修正致
し、ここに深くお詫び申し上げます。 ホームページ

http://www.tknakarc.com

　東日本大震災を原因とする福島第一
原発の事故に伴い、日本からの輸出品
に対して規制がかけられる、という事
態が起こっています。これは、日本の
農水産品ばかりでなく工業製品に対し
ても生じているようです。放射性物質
の流出が止まらない現状で、いわゆる
風評被害が国際的に起こり始めてるの
です。正しい情報を知ることが大切で
す。以下のアドレスで日本気象庁によ
る放射性物質拡散予測がチェックでき
ます。http://atmc.jp/jma/

ひとくち
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