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▲ ソ　ン　グ　「われらの生業」
　　　　　　　　　　　桑田　昭世　会員
▲ プログラム　
　　　　ロータリー財団委員会プログラム

次 週 予 告 11月9日（水）本日の例会
▲ ソ　ン　グ　「君が代」「それでこそ
　ロータリー」　　　　古川　彰治　会員
▲ プログラム　「卓話」
　　　　　　　　　　　古川　彰治　会員

11月2日（水）

第882回例会報告 10月26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

　　　　阪神第３グループ
　　　　　ガバナー補佐　下山 隆一郎 様
　2011～12年度 R I カルヤン・バネルジー
会長は“こころの中を見つめよう、博愛を
広げるために”をテーマとし、ロータリー
の奉仕において３つの強調事項、すなわち
「家族」「継続」「変化」を掲げておられます。
　貴クラブにおかれましても、すべての出
発点は家族です。そして良き事（例えば貴
クラブの長所）は継続していただき、悪し
き事（例えば貴クラブの欠点）は変化させ
ていっていただければと思います。

　貴クラブのますますの発展をお祈り申し
上げます。

　　　　　　　　　　　会長　栗田　義博

　先週は３クラブ合同例会でした。出席の
皆様、ブレザー着用ありがとうございまし
た。評判は上々でしたね。ただ私が最後に
失態してしまいました。すいません。本来
なら宝塚クラブの中村会長がたたく点鐘を
私がしてしまいました。
　さて今日は「君が代」の話を少しさせて
頂きます。
　この歌は和漢朗詠集に載っており、明治
政府下で国歌とされてきました。私はこの
内容で“君が代”は“我々の世の中”とか
ってに解釈して、この歌が国歌でも良いの
ではないかと思っていますが、ただ、“さざ
れ石のいわおと成りて”が気にくいません
でした。というのも、科学的には「さざれ

　会員誕生日
　３０日　中村　敏治　会員

　奥様（ご主人様）誕生日
　１１日　蓮尾　統子　様

　結婚記念日
　　４日　皆木　義郎・陽　子　様
　　５日　矢野　浩臣・美　保　様
　２３日　中村　敏治・雅　子　様
　２４日　馬場　常平・和　代　様

11月の行事予定

《ご　挨　拶》
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石」つまり小石が「いわお」つまり大きな石
となるというのが理解できないのです。「皆
が集まって和となり一つの集団となりがん
ばろう」という意味は理解されるのですが、
科学的には大きな石が年月を経て小石にな
っていくのではないかと考えるからです。
　ところがつい先日、香川宜子という女医
で文筆家でもある方のエッセイを読んでいま
すと、「君が代」はヘブライ語からきている
のではないかと書いてありました。ヘブライ
語では「クムガヨハ　チヨニヤチヨニサッザ
リードイシュノ　ニワオトナリッテコケノムシュ
マデ」となり、その意味は「立ち上がれ！神
を讃えよ！神の選民である我々は人類を救
う残された民として喜べ。やがて人類に救
いが訪れる神の予言は成就した。全地あま
ねく述べ伝えよ」という日本人の（？）使命が
読みとれる燦然たる意味があるそうです。

◆クラブ協議会
「職業奉仕月間」
　下山ガバナー補佐をお迎えし、クラブ評
議会。

下山隆一郎　様（三田南RC）…よろしくお
　願い致します。
味地　信之　様（三田南RC）…お世話にな
　ります。よろしくお願い申し上げます。
古川　彰治　君…下山ガバナー補佐、味地
　ガバナー補佐幹事、ようこそいらっしゃ
　いました。本日はよろしくご指導の程お
　願い致します。
細川　洋一　君…下山ガバナー補佐、味地
　様、よくおこしいただきました。ごゆっ
　くりおすごし下さい。
木本　玲子　君…来週の土曜日はいよいよ
　息子の結婚式です。良い家庭を築いてほ
　しいものです。嬉しいことです。
小山　一子　君…ガバナー補佐下山様、随
　行の味地様、ようこそ本日はよろしくお
　願いいたします。皆様、急な寒さくれぐ
　れもご自愛下さいませ。ニコニコ！
前田　正明　君…ようこそ下山様いらっし
　ゃいませ。今日はご指導の程宜しくお願
　い致します。
中迫　陽治　君…下山ガバナー補佐様のご

　来訪を歓迎して、ニコニコニコ…
坂上　安夫　君…冷気、日ましに加わりま
　す。皆様御身大切に！
竹原　善記　君…下山ガバナー補佐、味地
　セクレタリー、本日はよろしくお願いします。
田辺朱希美　君…ガバナー補佐下山様、御
　随行の味地様、本日はようこそお越し頂
　きありがとうございます。どうぞ宜しく
　お願い致します。先日、カナダのロレン
　シャン高原とナイアガラ・ケベックの旅
　を…　紅葉を満喫してまいりました。お
　土産にメープルキャラメルチョコレート
　を皆様にどうぞおつまみ下さいませ。お
　休みしたお詫びに、ニコニコ…
田中　哲三　君…下山ガバナー補佐・味地
　幹事、本日宜敷くお願いします。今朝の
　冷え込み、来月の紅葉狩りが楽しみです。
谷口　敏彦　君…下山ガバナー補佐様、味地   
　随行員様、ようこそお越し下さいました。

　　本日合計　　　　　　64,000円
　　本日までの累計　　389,050円
　　　　　　　　　（前田　正明　記）

　
◆本日のソング
　「四つのテスト」
　　　　　　　　　　田辺　朱希美　会員
◆出席報告

◆クラブゲスト
　下山隆一郎　様（三田南RC／阪神第3グ
　　ループ　ガバナー補佐）
　味地　信之　様（三田南RC）

◆幹事報告
　　　　　　　　　　　幹事　田中　哲三
・11月は次々期会長、次期役員選挙の月で
　す。立候補お願いします。
・久野年度の東日本大震災復興支援金のお
　願い。
・ガバナー会義援金返済の連絡（当クラブ
　は地区一任→塩釜産業復興会館建設に拠

ニ コ ニ コ 箱

プ ロ グ ラ ム

メイキャップ出席免除者会員数 算　定 本　日 出席率

前々回
10月12日
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　出）
・大船渡市“花いっぱい運動”協力→11月3
　日出発式、新池公園、参加宜しく。
・宝塚市のだんじりパレード　11月5日
　11地区のだんじりJR中山寺駅前に集合。 
・日泰交流文化研修生派遣学生募集（チェ
　ンマイ３月下旬）　〆切11月18日
・タイ大洪水救援義援金のお願い
　〆切11月18日
・田中稔次会員　出席免除の連絡

◆スポット
「社会奉仕セミナー出席報告」
　　　　　　　　　　　幹事　田中　哲三
・74クラブ中64クラブ参加 
・植田委員長：復興支援のため、例年より
　早く、セミナー開催。昨年度はMGで塩釜
　の海苔養殖事業支援。今年度は？熟慮・
　即断。
・久野ガバナー：被災地の、創造復興に向
　け我々が知恵を出そう！
・石井支援会議議長：義援金の用途・手続
　き規制緩和されている。義援金はポール
　ハリスフェロー・大口寄付者の対象にな
　る。義援金協力宜しく。
・楢山2520地区直前ガバナー講演：2520地
　区の被災状況及び復興支援活動について
　▶被災当事者と支援者間に温度差を感じる。
　▶被災者は今日を生きるので目一杯。復
　興支援のテーマ等考える余裕はない。
　▶被災内容及びその状況程度は地域によ
　り異なる（沿岸部は特に厳しい状況にある）
　▶支援・協力の内容・項目が提示されれ
　ば、被災者側で地域により受諾の可否判
　断が出来る。
　▶義援金は内容が縛られるより、自由度
　が有った方がベター。

「リフレッシュエクササイズ　No.233 」
　　　　　　　　　　　小山　一子　会員
　皆様今晩は。今期４回目、233回目の「に
こにこエクササイズ」です。今夜もよろし
くお願いいたします。ご一緒にどうぞ！

★今回は「耳根円通法」No. 2です。
＊顎には上顎と下顎がありますが、動くの
　は下顎のみです。しっかり動かすことで
　表情筋も動き、頭脳明晰・言葉もはっき
　り致します。
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）両手を首の後ろで組み、顔をそらせて親
　指で「1、2、3、4」とぐっと押します。
　それを２回くり返します。
3）次に両手の３本を合わせて「ぼんのくぼ
　＝延髄」を「1、2、3、4」と押し、３回
　繰り返します。
4）そのまま少し口を開け、人差し指と中指
　で挟み込みぐるぐる動かします。
5）耳を挟みこんで「一　二　三」と上に引
　っ張ります。
6）次に下に引っ張ります。
7）横に引っ張ります。
8）鼓膜を「ぐー」っと三回押さえます。
9）うなじをごしごしこすって、その手をぱ
　っと上に上げて、ゆっくりと息を吐きな
　がら元に戻します。
10）親指を外にしてぐっと「クンバカハ」
　して終わります。
★これからの季節、身体を温め、冷え性・
　認知症予防、若返りに最適です。
　では次月をお楽しみに！ありがとうござ
いました。

じこんえんつうほう

ホームページ
http://www.tknakarc.com

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

　いよいよアマゾンが日本で電子書籍事
業に参入するようです。国内の出版社130
社に対して共通の書面で契約を迫ってい
ます。しかし、その契約書は「アマゾン
は出版社の同意なく全書籍を電子化でき
る」「売上の55%はアマゾンに渡る」「価
格は書籍版より必ず低くせよ」など、出
版社側に不利な内容になっています。著
作権に関しても、出版社が管理するよう
に求めていますが、日本では著作権は著
者個人に帰属しています。とにかく欧米方
式をそのまま持ち込もうとしています。
どうなるのか予断を許しませんね。

ひとくち

【訂正とおことわり】
　去る10月17日開催の「宝塚3RC合同例会」
　を以て「第881回」とします
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