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▲ ソ　ン　グ　「Be A Rotarian」
　　　　　　　　　　馬場　和代　会員
▲ プログラム　
　　　　　　　　　　フリートーキング

次 週 予 告 8月10日（水）本日の例会
▲ ソ　ン　グ　「君が代」「我ら日本の
　ロータリアンの歌」　田辺朱希美　会員
▲ プログラム　
　　　　　　会員増強委員会プログラム

８月３日（水）

第870回例会報告 7月20日（水）

第871回例会報告（移動例会） 7月27日（水）
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2011～2012　年度

R.I.会長テーマ“こころの中を見つめよう　博愛を広げるために”
REACH WITHIN TO EMBRACE HUMANITY

カルヤン・バネルジー

栗 田 義 博 田 中 哲 三 桑 田 昭 世

会 長 の 時 間

　　　　　　　　　　　会長　栗田　義博

　このところスポーツの世界で明るい話題
が多いですね。なでしこJAPANのサッカー
世界一、ワールドカップ優勝は本当にすば
らしいことです。日本の女性は本当に強く
なりましたね。また大相撲では魁皇が通算
最多勝を1,047にまで伸ばしましたが、体力
の限界とのことで引退されました。何でも
腰痛がひどく片道２時間かけて奈良の整骨
院へ通っていたそうです。また、阪神タイ

ガースもこのところ調子が上がってきまし
たね。この１週間は４勝２敗で、５割まで
あと１勝ですね。久々にプロ野球中継が楽
しみです。しかし、皆さんは御存知なかっ
たと思いますが、この７月から実はアメフ
トの世界選手権がオーストラリアで開かれ
ていました。日本は第１回優勝、２回目は
２位（１位はアメリカ）で今年３回目の大
会で実は予選でカナダに残敗してしまい、
決勝はアメリカ対カナダで行なわれること
になりました。このアメフトの日本代表の選
手には残念ながら京大のOBはおりませんで
したが、監督の森清之をはじめ、コーチに
藤田、板井と京大OBが３人スタッフに呼ば
れていたので、今年の結果に大変くやしく
思っております。
　さて、なでしこJAPANは国民栄誉賞も決
まりそうですし、来年のオリンピックに向
けても、当初は壮行試合が予算の関係で西
が丘サッカー場（定員7,258人）でなでしこ
リーグ選抜との対戦予定だったのが、もっ
と大きな球技場で、強豪国を呼ぶことがで
きそうだとのこと、やはり勝って人気が出
ればスポンサーもつき、ファンも増え、す
ばらしいことだとつくづく感じました。

　会員誕生日
　　７日　皆木　義郎　様

　奥様（ご主人様）誕生日
　　９日　田中　寛子　様
　１７日　中村　雅子　様
　１９日　那須　次子　様
　２３日　細川　潤子　様
　２４日　坂上　妙子　様

８月の行事予定

▶第870回
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　　　　　　　　　　　田村　久子　会員

　新年度最初の卓話を仰せ付かって大変緊
張しております。どうぞよろしくお願い致
します。
　ロータリアンとして職業奉仕の理念が大
切だと教えて頂きました。なので、今日は
私が仕事を始めたきっかけと奉仕の理念に
ついて話させて頂きます。
　４月６日第856回例会の新入会員紹介の時
に少しお話させて頂きましたが、神戸市東
灘区に行政書士事務所を開業し、宝塚花の
道に歩人館宝塚店を開いています。
　行政書士をめざしたきっかけは、長男が
大学受験の時です。全然勉強しないので、
ハラハラしていました。でも、勉強しなさ
いと強要する母親にはなりたくないと思っ
ていましたので、自分が勉強して後姿を見
せるしかないと思いたちました。
　行政書士の資格は国家資格の中で最も簡
単そうだったのですが、試験科目のうち①
行政書士の業務に必要な法令、②一般常識、
③論述のうち、一般常識の中の地学という
のは、私達の時代は習っていなかったので、
息子の高校の教科書を借りたりして１日９
時間、午前、午後、夕食後それぞれ３時間
ずつ勉強しました。半年間頑張りました。
10月第４日曜に試験があり、翌年１月に発
表がありました。運良く合格しました。平成
５年、私が45才の時です。その時に仕事を
するなら必要だからと運転免許もミッショ
ンで取得しました。
　行政書士の仕事は、官公署に提出する書
類その他権利義務または事実証明に関する
書類を作成することです。昔は代書屋とも
呼ばれていました。具体的には建設業許可
申請、自動車登録申請、風俗営業許可申請、
帰化許可申請、遺産分割協議書の作成等多
岐にわたっています。それぞれ専門にして
いる分野が違いますが、私は自動車登録申
請、自動車保管場所証明を専門にしていま
す。キャッチフレーズとしては「あなたの街
の法律家」毎日元気で明日を笑顔にです。
　靴店を開いたきっかけは、主人の両親に
神戸元町に良い靴屋があるから買ってあげ
るよと連れていってもらった事です。アシッ
クスウォーキングショップ歩人館は、当時と
してはめずらしく計測販売をしていました。

　商売は、少しの差で成功と失敗に分かれ
る厳しい分野だと考えていましたが、これ
なら私にも出来るかもしれないと主人に話
したところ、やりたかったらやってみたら
と賛成？されました。親戚に商売人もなく、
興味津々でした。
　早速アシックス本社に電話しましたが、
最初の応対では、靴店開業したいというケ
ースがなかったのか「もうパートの募集は
締切りました」でした。花の道セルカとの
出合いは、阪急デパートに買い物に行って、
ふと建設現場を見て市役所に応募したのが
始まりです。アシックスでも全くの素人が
フランチャイズに参入するのは初めてなの
で、重役会議で紛糾したそうです。
　たまたまが重なって、アシックスで初め
ての素人の靴屋を開店したのは2000年９月、
私が53才の時です。それからが大変でした。
立ち仕事をしたことも無く、接客をしたこ
ともなく、子供のような年齢の社員から教
えてもらうのは全く新しい世界で苦しかっ
たですが、実際に店に立ってお客様の足を
計測していくと、幅と長さは勿論ですが、
指先の形も、甲の高さも、踵の形も全く違
うし、右足と左足でも全然違ったり、お好
みも「ぴったり、ゆったり」、靴への期待・
用途も様々、まさに十人十色でした。（計測
１万人）
　この違いを、計測した数値をもとに単に
規定のサイズの中から選んで、言われた事
だけで合わせようとすると満足感は得られ
ません。お客様が真に求めている事を掴ん
で具体的な靴の形で提案し、靴を伸ばした
り、ちじめたり、中敷の形を変えたり、微
調整して個々のニーズに合わせていく事が
少しずつ出来るようになると、オーダーの
ような履き心地だとお客様の笑い顔に出会
えるようになりました。そして何日か後に

プ ロ グ ラ ム
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「やっぱりここの靴でないとあかんねん、
他の靴が履かれへん」と言われる笑顔に出
会え、また友人を紹介して下さったり等で
輪が広がっていく事が最大の喜びです。
　歩く楽しさと健康で快適な生活を創造す
るお手伝いをすることは幸せだと感じてい
ます。

河上　輝彦　様（柏原RC）…１年間お世話
　になります。よろしくお願い致します。
冨田　博重　様（柏原RC）…本日はお世話
　になります。
細川　洋一　君…河上会長様、冨田幹事様、
　よくおこし下さいました。ごゆっくりお
　すごし下さい。
木本　玲子　君…私達新人会員のために今
　日から晩強会を開いていただけますこと
　に深く感謝致します。竹原親睦委員長さ
　ま、有難うございます。
小山　一子　君…柏原ロータリークラブ会
　長 河上様、幹事 冨田様、遠路わざわざ
　お運び下さりありがとうございます。ご
　ゆっくりおすごし下さいませ。ニコニコ！
槇野　　稔　君…西宮カントリークラブの理
　事長杯の決勝が24日に行われます。皆さ
　ん優勝できるよう祝って下さい。ニコニコ
阪上　栄樹　君…今日は感謝状を頂きあり
　がとうございました。御礼はクラブの役
　に立てて頂きたくニコニコにさせて頂き
　ます。
田辺朱希美　君…本日は私共に御礼を頂き
　本当に有難うございます。前期一年私が
　ロータリーについて沢山御勉強させて頂
　き感謝の気持ちでいっぱいですのに、本
　当に有難うございます。クラブで有意義
　に使って頂きたくニコニコにさせて頂き
　ます。

　　　本日の合計　　　　　 88,000円
　　　本日までの累計　　 150,000円
　　　　　　　　　　（前田　正明　記）

◆本日のソング
　「それでこそロータリー」
　　　　　　　　　　　古川　彰治　会員

◆出席報告

◆「双子クラブ委員会」活動計画
　　　　　　　　　委 員 長　坂上　安夫
　　　　　　　　　副委員長　阪上　栄樹
▶基本的任務
　各双子クラブとの親交を深め発展を図る
こと。
▶重点目標
　相互交流のため、連絡を密にする。
・福島須賀川南RC担当委員との連携を密に     
　し、東日本被災地支援活動について検討
　する。この度の震災日を「吉祥日」とし
　て親交を深める。
・熊本水前寺公園RCと更なる地域文化交流
　を推進する。
▶具体的活動
　以上の活動方針を親睦委員会・長期計画
委員会のお知恵を拝借しながら活動したい
と思う次第です。

◆ビジター
　河上　輝彦　様（柏原RC会長）
　冨田　博重　様（柏原RC幹事）

◆幹事報告
　　　　　　　　　　　幹事　田中　哲三
①2520地区ガバナー楢山直樹様より、震災
　支援の御礼のメール受信。被災地の写真
　添付有り（事務所のPCで閲覧可）
②次週例会は、屋上ビヤガーデンの予定。
　入口に案内ボードを準備します（雨天決
　行、室内で）
③花火大会　次週集金及び観覧券配布しま
　す。

◆スポット
「第３回グルメ同好会例会」
と　き　９月18日（日）
ところ　カサラッチョ（Caareccio）
　　　　尼崎市南武庫之荘1－22－23
　　　　（阪急武庫之荘駅より徒歩３分）
　　　　TEL（06）6432－3232
費　用　￥5,000　プラスα

メイキャップ出席免除者会員数 算　定 本　日 出席率

前々回
7月6日

本　日 33

33

2

2

31

31

25

28 1

80.65

93.55

ニ コ ニ コ 箱
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　※ご家族・ご友人もお誘いください。
　　　（グルメ同好会 委員長　大西利哉）

「リフレッシュエクササイズ　No.230 」
　　　　　　　　　　　小山　一子　会員
　心身ともにリフレッシュする「にこにこ
エクササイズ」。19期栗田会長命にて今期も
毎月第３例会日に行わせていただきます。
第３代堀会長の期から始まりました。ゆっ
くり楽しく、ご自分の体の声を聞きながら
無理なく行って通算230回目となりましたこ
ととても光栄に思っております。今期も張
り切って行わさせて頂きますので、よろし
くお願いいたします。ご一緒にどうぞ！

★今回は「深呼吸のエクササイズ」です。
＊「笑顔」はどのエクササイズにも欠かせ  
　ません。いつもにこにことどうぞ！
1）足を腰幅に開き、大きく深呼吸２回行い
　ます（手首の関節をしっかり捻り、動か
　します）。
2）一度足を揃えてから左足を一歩前に踏み
　出し、ぐっと体重をかけて右足の「ヒザ
　裏」と「アキレス腱」を伸ばします。
3）その姿勢のまま大きく深呼吸を２回行い
　ます。
4）足を変えて同じように２回行います。
5）ゆっくり足を戻して足踏みし、親指を外
　にし、しっかりとクンバハカして終わり
　ます。
★人生呼吸に始まり、呼吸で終わります。
　気がついた時に存分に行い、足腰の強化
　も行ってください。「アルツハイマー」「認
　知症」「あらゆる病」の予防になります。
　では次月をお楽しみに！ありがとうござ
　いました。

▶第871回

◆移動例会
　三田RCの安行英文会長、堀岩夫幹事の表
敬訪問をたまわり、安行会長より、50周年
中止のお詫びと、原発事故のロータリー活
動（学生国際交流）への影響説明がありま
した。
　さらに前年度決算報告・監査報告が乾杯
前に前年度会計担当田中哲会員より実施。
　ビアガーデンでの飲み放題・食べ放題を
堪能し、最後はアイスクリームで中締め。

安行　英文　様（三田RC）…お世話になり
　ます。宜しくお願い致します。
堀　　岩夫　様（三田RC）

　　　本日の合計　　　　　 20,000円
　　　本日までの累計　　 170,000円
　　　　　　　　　　（前田　正明　記）

◆出席報告

◆ビジター
安行　英文　様（三田RC会長）
堀　　岩夫　様（三田RC幹事）

　プロ野球オールスターゲームのわくわく感
が年々薄くなっています。私たちが歳をとっ
たせいばかりではありません。有名選手たち
がメジャーリーグに移籍してしまっているこ
とや、交流戦によって、めったに観られない
“夢の対決”がすでに実現してしまっている
ことも原因でしょう。テレビの視聴率も2000年
のオールスターは第１戦が22％、第２戦も22
％、第３戦でも20％ありました。2011年は第
１戦が13％、第２戦は９％、第３戦では７％、
もはやオールスターゲームは形骸化している
といってもいい状況です。さびしいですね。

ひとくち

メイキャップ出席免除者会員数 算　定 本　日 出席率

前々回
7月13日

本　日 33

33

2

2

31

31

25

25 3

80.65

90.32

ニ コ ニ コ 箱

▲前会長、前幹事のお二人に感謝状を贈呈
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ホームページ
http://www.tknakarc.com

　日本が誇るテレビゲームの任天堂が迷走し
ています。ファミコンに始まり、Wii や DS
など、出すゲームすべてが大当たりでした。
ところが、今年春、満を持して発売したDS
の後継機種3DSが全く売れないのです。1600
万台売る予定が、100万台すら売れていませ
ん。8月11日から定価を25,000円から15,000円
に40％も下げます。とにかくゲーム機を売ら
ないことにはゲーム（ソフト）が売れないわ
けで、泥沼にはまってしまいかねません。果
たしてどうなることやら…？

ひとくち

事務所 FAX番号　0797ー83ー1110
事務所 Eーメール　tknaka＠tknakarc.com

▲夜景を眺めながらの楽しい移動例会
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