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▲ ソ　ン　グ　「奉仕の理想」　
　　　　　　　　　　前田　正明　会員
▲ プログラム　｢卓話｣
　　　　　　　　　　田中　哲三　会員

次 週 予 告 6月8日（水）本日の例会
▲ ソ　ン　グ　「君が代」「Be A Rotar-
　ian」　　　　　　　川添　裕照　会員
▲ プログラム　｢卓話｣
　　　　　　　　　　谷口　敏彦　会員

6月1日（水）

第862回例会報告 5月25日（水）

　　　　　　　　　　　阪上　栄樹　会長

　皆さんこんばんは、クラブゲストとして
御出席頂きましたロータリー財団国際親善
奨学生志望の 都築　誠様、ようこそお越し
下さいました。ロータリーの例会は初めて
の御参加ということですので、クラブごと
にかなり違いはありますが、当クラブの例
会の進行や雰囲気を味わっていただき、時
間の許す限りゆっくりとご歓談下さい。
　さて、雨の多い変な天候の５月ですが、
今年は暑くなるのが遅く、昨年は５月５日
の連休明けには見られた蛍が、２週間程遅
れて先週の水曜日18日の夜に初めて見られ
ました。毎晩見るのを楽しみにして、何匹
いるか数えているのですが昨夜は20匹を超
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会 長 の 時 間

えていました。もっと増えるのではと期待
しております。これから梅雨明け位までは
見られると思いますので、ご覧になりたい
方は、いつでもお越しください。そんな具
合ですので、季節の進み具合は遅れている
のかなと思っておりましたら、早い梅雨入
りの報道で少し驚いております。一昨日に
は九州南部が早々と昨年より20日も早く梅
雨入りしたそうです。明日からまたしばら
く雨模様のようですが、皆さん体調の管理
にはくれぐれもご注意下さい。
　さて、ご報告ですが、東日本大震災から
２か月半が過ぎました。この震災発生以降、
クラブの目標を「がんばろう！日本」に変
更させて頂き、献金、節食例会など会員の
皆様のご協力のもとに、ガバナー会や姉妹
クラブである須賀川南RCに義捐金をお贈り
してまいりました。先程も須賀川南RCの後
藤会長から、宝塚武庫川RCからの義捐金が
入金されましてありがとうございました、
という御連絡がございました。あと１か月
ばかりとなりましたが、まだまだ私の任期
中に出来ることはないのだろうかと思って
おります。良い知恵があればどんどんお聞
かせいただきたいと思っております。どう
ぞよろしくお願い致します。

6月の行事予定

　会員誕生日
　　３日　大西　利哉　様
　　７日　田中　哲三　様
　１６日　堀　　弘二　様

　奥様（ご主人様）誕生日
　２８日　森脇　裕子　様

MY記念日
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◆卓話
「80年を振り返って」
　　　　　　　　　　　田中　稔二　会員
　この度、80年を振り返ってみると大変な
天災が引き続いてありました。
　新聞を見ても見出しが日々変り、関東・
東北大震災、東北・関東大震災、やっと東
日本大震災になりました。昔から怖い、恐
しいものといえば地震・雷・火事・親父、
それが最近では地震・津波・原発・放射線
になり、雷・火事・親父がなくなり、特に
女性上位の世の中、親父の貫禄の事嘆かわ
しい限りです。
　今回は地震だけでなく大きな津波が押し
寄せて、被害が大きくなり、その上人間の
ミスによる原子力発電所の爆発による放射
線の発生で放射能汚染に曝され、福島県は
じめ周辺各都市は今迄経験のない非常な災
害を受けています。今尚、放射能を発散し
つづけています。
　私の知る僅かな知識、生れてから現在ま
での80年を文化の発展・発達を思い出して
見たいと思います。
　「光」「明り」
　私が生れて物心ついた頃（昭和2、3年）
は灯（トモシビ）は種油に漬けた灯心に点火し
たものがランプになり、ローソクが出来て
提灯になり、乾電池が作られて家の中に配
線して豆球で明りをつけ、手で持てる懐中
電灯ができ、電気が送電され各家庭に明り
がつき、照明器具が色々発達しました。一
番便利になったのは、電化器具のテレビ、
トースター、冷蔵庫が各家庭に行き渡った
事だと思います。
　次に交通について80年間を思い起します
と、東海道五十三次（東京日本橋～京都三
条大橋）約500キロに国有鉄道（東海道本
線）が出来、特急「つばめ」が走り最短時
間が８時間となりました。蒸気機関車から
電気機関車になり、各車輌にモーターがつ
いて現在の新幹線約２時間30分の時代とな
り、今や飛行機と競争する時代となりまし
た。
　良くなったものばかりではありません。
学校教育のお粗末な事。
　大東亜戦争で日の丸のもとに大東亜共栄

圏の国々の人々の幸福のため、そして資源
のない日本国繁栄のために命をかけて戦争
を始めたが、一部の独裁者のために敗戦と
なりました。
　今NHK朝の連続ドラマ「おひさま」の
主人公が私と同年代の話であるので、小学
生は木綿絣の着物に草鞋か下駄履きでした。
一部の子供は洋服の「ハシリ」、女学生はセ
ーラー服で10年程の間に服装の変化が見ら
れます。戦争中はモンペ姿となります。戦
争終了と共に中国・韓国・アメリカは戦勝
国となり、敗戦国日本は立派な日本人を育
てない骨抜き教育の日本にされました。
　先生にも組合が出来、組合活動に協力す
る先生が出世し、反面子供の教育に熱心な
先生達は組合の評価が低くなり出世が遅い
ことになりました。
　ゆとり教育が始った結果、世界の平均よ
り学力が低下していることがわかり、現在
教育方針の修正がされつつあります。
　学校で祝日に校長先生が国旗を掲げたと
ころ、教頭先生が引き下したと新聞に出て
いましたが、今や日本には国歌「君が代」
も国旗も無くなったのかと淋しい気持ちで
したが、私が中ロータリークラブに入会し
て最初の日、会場に入ると正面に国旗が掲
げてあって、月初には国歌君が代斉唱した
のにはびっくり。さすが国際的で世界に共
通の立派なクラブと感心しました。
　先日大阪府知事が高校の先生に「国歌を
斉唱する時には起立する事」という通達を
出したとニュースがありました。今だに国
歌を唱う時に起立しない先生がいるとは嘆
かわしい限りで、そんな人を教師にしてい
る学校もどうかと考えさせられました。こ
れからの日本、これからの世界はどうなる
か、若い皆様に期待しお願いします。

プ ロ グ ラ ム
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◆幹事報告
　　　　　　　　　　幹事　田辺　朱希美
＊熊本水前寺公園ロータリー・クラブの北里
　美知子会長様より…

◇
　爽やかな季節となりました。宝塚中ロー
タリークラブの皆様には、お変わりなくお
元気でいらっしゃいましょうか？　
　私共の10周年記念式典、祝賀会には大勢
でおいでいただきまして、私共をお励まし
いただきまして、ほんとうにありがとうござ
いました。おかげさまで私共はひとつの節
目を越えることができ、感謝の心をひとつ
に、この年度を終えようとしております…
６月１日御礼を申し上げたく貴クラブ例会
への訪問をさせていただきますことをお知
らせ申し上げます。
　メンバーは６人です。徳光涼子（姉妹クラ
ブ担当委員長）、北里美知子（会長）、北村睦
子（パスト会長）、榎本洋子（パスト会長）、
坂本孝臣（会計担当）、森　裕子（会長エレ
クト）

◇
　上記のようなご丁寧なお手紙を頂戴致し
ました。６月１日の例会後ホテルの「バー
楠木」で懇親会を予定致しておりますので
皆様には奮ってご参加いただきますように
お願い致します。

蓮尾　春輝　君…もうあまり時間がないの
　で、早く不足分を出さないといけないと、
　あせっています。
細川　洋一　君…今日は天気がよかったで
　すね。ニコニコ
小山　一子　君…阪上丸の無事接岸まで１
　ヶ月と少しになりました。気をぬかない
　よう有終の美を飾ってくださいませ。SA
　も頑張ります。気温差がはげしくなりま
　した。皆様体調管理に気をつけて下さい
　ませ。ニコニコ
中村　敏治　君…今日は、宝塚高原GCで大
　学の同級生とゴルフをさせていただきま
　した。爽やかな好天に恵まれ、皆さん楽
　しんでおられました。

　　　本日の合計　　　　　38,000円
　　　本日までの累計　　 848,000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
　都築　誠　君（近畿大学法学部政策法学
科４回生）2012～2013年度ロータリー財団
国際親善奨学生にホームクラブから推薦さ
せて頂きます。

◆スポット
「社是の原稿に関して」
　　　職業奉仕委員長　細川　洋一　会員
　先日、社是の原稿を皆様に提出して頂き
ましたが、今度、冊子を作成することにし
ましたのでご協力お願いたします。

◇
　上記に伴い、前田会員より冊子の作成に
ついて、各会員の事務所や商品の写真を掲
載したいので、皆様のご協力をお願いする
旨、要望がありました。

「（臨時）理事・役員会」
　　　　　　　　　　幹事　田辺　朱希美
日　程　平成23年５月25日（水）
時　間　20時00分～
場　所　宝塚ホテル
出席者　阪上・栗田・田辺・細川・坂上・
　　　　古川・竹原
議　題
◎東北大震災にかかる園芸産業関係団体の
　支援活動について
⑴支援団体
　　あいあいパーク、宝塚山本ガーデン・
　クリエイティブ株式会社、宝塚市花き園
　芸協会
　（協賛団体）宝塚市山本総合園芸組合、
　山本園芸協会、兵庫県植木生産協議会、
　平井植木生産協議会、山美会

ニ コ ニ コ 箱

メイキャップ出席免除者会員数 算　定 本　日 出席率

前々回
5月11日

本　日 33

33

5

5

28

28

21

26 1

75.0

96.43
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⑵支援内容
　　子供たちや被災者の心の癒しとなるよ
　う花植のプランタ－を岩手県大船渡市の
　小・中学校へ贈る。
　・数量　200基　
　・サイズ　Ｗ640×Ｄ210×Ｈ220
　・花の種類（予定）マリーゴールド、ランタ
　　ナ、ベゴニア、ペンタス、ぺチュニア等、
　　一年草
　・「植木のまち宝塚」とメッセージのシー
　　ルをプランターに貼り付ける。
⑶今後の行程
　①大船渡市企画政策部活力推進課 伊勢氏
　　と連絡を取り協議。
　　内部で協議したところ、市内で被害の
　　少なかった18校（小学校11校、中学校
　　７校）に配置して欲しいとの支援要望
　　となった。うち、７校には建設中のも
　　のも含め576戸の仮設住宅があり、入居
　　者にも楽しんでいただけるとのこと。
　　18校のうち２校では、流出した４校（小
　　学校３校、中学校１校）の児童・生徒
　　たちが振り分けられて授業を受けてい
　　る。配送の日程はいつでも結構ですと
　　のこと。
　②それを受け、あいあいパークの阪上社
　　長と協議
　　配送の４tトラックは、行き帰りと２日間
　　の配送期間を考慮し４日間（宿泊費を
　　含む）で運搬費を見積もってもらう。
　　配送は、朝一から開始。それと並行し
　　て、植え込みと配送の日程を調整して
　　もらう。
　③運送費については現在見積もり中
　　18ケ所に配送することとなったため、     
　　当初予定の18万円は上回る予定。
＊上記、支援活動に「１人：１万円」を協力
　する「１万円×会員30名」＝30万円をニコ
　ニコから寄付。
　　承認。

ホームページ
http://www.tknakarc.com

　原発から放出された放射性物質を体
内に取り込む「内部被曝」が問題にな
っています。外から放射線を浴びる外
部被曝とちがってきわめて危険です。
内部被曝では、飛距離が短いアルファ
線、ベータ線の全エネルギーが電子を
吹き飛ばすことに費やされ、人体に被
曝を与えます。これに対して、外部被曝
では、飛距離の短い放射線は届かず、
ほとんどガンマ線だけに被曝します。
また、体外に放射性物質がある場合、
放射線は四方八方に放射され、身体の
方に来るのはほんの一部です。したが
って、内部被曝の場合は外部被曝の場
合にくらべて桁違いに大きな被曝線量
を人体に与えることになります。

ひとくち
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