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▲ ソ　ン　グ　「君が代」「奉仕の理想」
　　　　　　　　　　　草野　　旦　会員
▲ プログラム　「卓話」
　　　　　　国際奉仕委員会プログラム

次 週 予 告 2月1日（日）本日の例会
▲ ソ　ン　グ　「Be A Rotarian」
　　　　　　　　　　　馬場　和代　会員
▲ プログラム　「卓話」
　　　　　　　　　　　蓮尾　春輝　会員

1月25日（水）

第892回例会報告 1月18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

　　　　　　須賀川市長　橋本　克也　様
　このたびの東日本大震災に際しましては、
多大なるご支援を賜り、厚く御礼申し上げ
ます。
　さて大震災から10か月が経過し、発生当
時のようなライフラインが寸断され、混乱
した状態からは落ち着きを取り戻したとこ
ろであります。
　しかし、本市は震度６強という大地震に
より、公共施設や住宅など建物の倒壊や破
損、道路・上下水道の損壊など大きな被害
を受け、現在、市内には解体した家屋の跡
地が点在し、街中のあちこちで建物や道路
などの復旧工事が進められております。
　また、東京電力福島第一原子力発電所事
故の影響などで、現在も避難された方々が
仮設住宅などで不自由な生活を余儀なくさ
れているほか、農業をはじめ本市の産業や
市民生活にも影響を及ぼしております。
　震災後、宝塚市民の皆様からは、多大な
ご支援を頂戴し心から感謝をいたしており
ますが、貴ロータリークラブにおかれまし
ても、須賀川南ロータリークラブとのご縁
により、いち早くご寄付をいただきました
ことに対し心から御礼を申し上げます。浄
財は、震災被災者のために、役立たせてい
ただきました。
　今年は「未来そして子どもたちのため」
に、須賀川の力を結集し、復興に向け力強

く歩み出す年となるよう努めるとともに、
必ずや震災前以上に立ち直るよう市民とと
もに全力を尽して参ります。
　最後になりますが、貴ロータリークラブ
のますますのご発展と会員皆様方のご健勝
をお祈り申し上げまして、御礼とさせてい
ただきます。
　平成24年１月18日

　　　　　　　　　　　会長　栗田　義博

　今日は友人が須賀川より来てくださいま
した。本当に遠い所をありがとうございま
す。２人には後ほどゆっくりとお話をうか
がうことにいたしますが、折しも昨日は阪
神大震災から17年目の日でした。宝塚・神
戸をはじめ、各地で追悼式が行なわれ、参
加されたロータリアンの方もおられたこと
と思います。
　私は検死医もしております関係上、多く
の人の死にたずさわってきましたが、仕事
である検死の際は全く泣いたりはしません
が、震災の事故の話題を聞きますと泣けて
きます。この15日の日曜日には、オートレ
ース選手の坂井宏朱さんが練習中に亡くな
られたという記事を見まして、泣けてしま
いました。もちろん、亡くなられるまで、
坂井さんのことは知りませんでした。きっ
と皆様も知らなかったと思います。この方
は27才の女性でオートレース選手としては

《お礼のお手紙》
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44年ぶりの女性選手だったそうです。OLを
されていた頃にオートレースにあこがれ、
昨年合格されたところだったそうです。同
期にもう１人女性がおられ、この２人が44
年ぶりの女性選手であったそうです。こん
な頑張り屋さんが練習中の事故で亡くなら
れ、悼ましい限りです。　
　もちろん、震災でも尊い命が失われまし
た。ただただ皆様のご冥福をお祈りするば
かりです。

　須賀川RCより会長鈴木壽男様、内藤健二
様が来宝されました
　須賀川南RC会長 鈴木壽男様より、須賀
川市長 橋本克也様の御礼のお手紙をご持参
頂き（１頁掲載）、東日本大震災に対する宝
塚市・宝塚市民・宝塚市内の小学校の児童、
また宝塚３RCに御礼と感謝のお言葉をのべ
られました。また25周年記念行事を５月12
日（土）に予定されており、ご招待を頂きま
した
　内藤健二様には福島県の現状をお話し頂
きました。
　何かにつれ、放射能の話題でいっぱいで
す。農作物が売れない、除染の問題、人々
の心の荒廃などまだまだ難題が山積みで、
同じ東北でも宮城・岩手は復興が進行して
いるのに福島県はまだまだ手つかずの状態
が続いているとのことです。

鈴木　壽男　様（須賀川南RC）…東日本大
　震災災害義援金ありがとう御座居ました。
　須賀川南ロータリークラブ創立25周年記念
　を開きますので、ご参加をお願いに上が
　りました。式典については牡丹の開花す
　る５月12日土曜日です。お願い致します。
内藤　健二　様（須賀川南RC）…東日本大
　震災では、大変有難うございました。来
　たる５月12日に須賀川南RC25周年記念式
　を予定しております。どうぞ皆様でお越

　し下さいますようお待ちしております。
馬場　和代　君…須賀川南RC鈴木様、内藤
　様、ご遠方から、ようこそ。皆様、震災
　後お元気でいらっしゃいますか。今晩は
　どうぞごゆっくりお過ごし下さいませ。
　私共宝塚中RCは女性会員８人になりまし
　たヨ。ニコニコ
小山　一子　君…須賀川南RC鈴木会長様、
　内藤様、ようこそ！草野会員お孫チャマ
　ご誕生おめでとうございます。ニコニコ！
草野　　旦　君…内藤様、鈴木会長様、よ
　くいらっしゃいました。須賀川は今大変
　でしょう。ゆっくりとお話をうかがいた
　いと思います。
竹原　善記　君…昨日より１泊どまりで、
　浜坂で中村ガバナー、年度のガバナー補
　佐達とカニ料理を食べに行ってきました。
　カニシャブ最高でした。ニコニコ
田辺朱希美　君…須賀川南ロータリークラ
　ブの鈴木会長様、内藤様、ようこそお越
　し頂き有難うございます。草野先生４人
　目のお孫さん御誕生おめでとうございま
　す。ニコニコ
田中　哲三　君…須賀川南RC鈴木様、内藤
　様、お越し下さり有難う御座居ます。中
　RCの皆様、今年も宜敷くお願いします。
谷口　敏彦　君…内藤様、鈴木会長、お久し
　振りです。お会い出来て大変嬉しいです。

　　本日合計　　　　　　29,000円
　　本日までの累計　　658,050円
　　　　　　　　　（前田　正明　記）

◆本日のソング
「我等日本のロータリアンの歌」
　　　　　　　　　　　田辺朱希美　会員

◆出席報告

◆ビジター　
　　鈴木　壽男　様（須賀川南RC会長）
　　内藤　健二　様（須賀川南RC）

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
12月21日
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◆幹事報告
　　　　　　　　　　　幹事　田中　哲三
・RYLA第34回セミナー（3/22～25）参加応
　募 〆切2/29
・訃報　篠山RC　岡本　正　氏
・IM出席者の確認
・大西会員　御見舞の報告
・須賀川南RCより洋梨の御土産

◆スポット
「リフレッシュエクササイズ　No.236 」
　　　　　　　　　　　小山　一子　会員
　皆様今晩は。今期７回目、236回目の今年
最初の「にこにこエクササイズ」です。寒
さに打ち克ち元気に過ごすよう、身体の隅
ずみまで元気にしておきましょう。

★今回は ＜「側筋強化」エクササイズ＞ で
す。
＊普段の生活では動かすことのない「側筋」
　ですが、足や腰、肩の痛みを取るために
　は、腹筋・背筋の強化とともにとても大
　事です。ゆっくりと丁寧に動かしておき
　ます。
　＜慢性になっている方、慢性化させたく
　ない方ご相談ください＞
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）足を揃えて立ち、手を前で組みます。
3）鼻から大きく息を吸い、吐きながらぐっ
　と上に上げ、手の甲を見ます。
4）一息吸って吐きながら左に倒し、そのま
　ま「ぐっぐっぐぐぐ～」！と引っ張りま
　す。
5）吸って上に戻し、手を見たままで、吐き
　ながら右に倒します。
6）4）と同じように右へ引っ張ります。
7）ゆっくり吸いながらもどし、両手を下ろ
　します。
8）呼吸調整２回、深呼吸２回、クンバハカ
　（親指外に）して終わります。
★次回は「側筋の強化法」No.２「矯正」で
　す、お楽しみに！
　今年も少しでもお役に立てれば幸せです。

「第８回理事役員会」
日　程  １月11日（水）                                                                   
時　間  20時00分～20時30分                                                                  
場　所　宝塚ホテル

出席者　栗田・蓮尾・田中（哲）・草野・前田・
　　　　細川・大西・小山・中迫・阪上・
　　　　古川
議　題                                                                 
①下期主な会議予定
・IM　1/28（土）於三田ホテル
・宝塚３クラブ合同例会（当クラブ担当）
　２/８（水）
・地区大会　３/３（土）～４（日）ポートピ
　アホテル
・クラブ創立19周年・プロバス合同例会　
　４/４(水）
・講演会　４/14（土）　商工会議所
・地区協議会　４/28（土）
・RC国際大会　５/６（日）～９（水）バンコク                
②下期会費の件                                                     
③講演会の開催
　４/14（土）長期計画                                            
　市への後援要請⇒担当部署へ申請書提出
　（書式自由　１/Ｍ）                                            
　講演内容により担当部署が決まるので、
　申請書に大まかな内容（主旨）記入が必
　須となる。                                                        
　広報誌へは担当部署が２/Ｔに起案する。                
④例会出席免除の件                                         
　大西会員　１月～２月                                       
　田中稔会員　当面                                               
⑤会長賞申請の件                               
　手続き等の確認                                                  
⑥その他

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

　1リットルの牛乳やジュースが入ってい
る縦長の紙パックに、およそ半世紀ぶり
の新型が登場します。現在の上部が左右
対称の屋根型のパックは1964年のオリン
ピックをきっかけに普及しました。新型
は注ぎ口が一目でわかるように傾きをつ
け、しかも急須のような曲線状に開いて、
注ぎやすく持ちやすいのが特徴とか。ま
もなくスーパーなどに並ぶそうです。

ひとくち
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