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▲ ソ　ン　グ　「Be A Rotarian」
　　　　　　　　　　　馬場　和代　会員
▲ プログラム　「卓話」
　　　　　　　　　　　桑田　昭世　会員

次 週 予 告 4月18日（水）本日の例会
▲ ソ　ン　グ　「我等日本のロータリアン
　の歌」　　　　　　　田辺朱希美　会員
▲ プログラム　「卓話」
　　　　　　　　　　　前田　正明　会員

4月11日（水）

第903回例会報告 ４月４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

　　　　　　　　宝塚中プロバスクラブ
　　　　　　　　　　　会長　片岡　昌明
　創立19周年おめでとうございます。
　昨日は日本列島を春の嵐が縦断し各地に
大きな被害をもたらしました。
　自分が住んでいる周辺が気になり、今朝、
宝来橋を渡り、花の道からガーデンフィー
ルド、宝塚大橋経由にて観光ブロムナード
を一周しました。
　昨日の被害は所々で小枝が落下している
程度で大きな被害もなく安堵しました。
　花のみちの桜がチラホラ開花し、花見歩
きが楽しく、ガーデンフィールドの陽だま
りにある一本だけは満開まじかの状況でし
た。
　ここで一句
　春嵐去りて　おらが春
　これからも我がプロバスクラブもがんば
ります。ご指導、ご鞭撻の程よろしくお願
いいたします。

　　　　　　　　　　　会長　栗田　義博

　本日は当クラブ19周年目の記念例会です。
　折しも世間は春、新年度が始まり、ぼち

ぼち桜も咲きはじめました。昨日はまれに
みる春の嵐で暴風雨が吹き荒れ大変でした
が、本日は少し風はきついものの好天気に
恵まれました。
　さて御存知の方も多いと思いますが、本
日は私にとっても“おめでたい日”57度目
の誕生日です。ちょうど誕生日が例会の日
でしかも周年記念日、こんな偶然の年に会
長をさせて頂いているのも何かの縁なので
しょうか。２月29日のうるう日といい珍し
い日がちょうど例会にあたるとは、何だか
とてもうれしいものです。今年会長をさせ
て頂いたのは何かの縁としか言えない不思
議を感じます。
　これが私と宝塚中ロータリークラブのご
縁なのでしょう。皆様に感謝しております。

《ご　挨　拶》
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　今回は「ロータリーに入会して」をテー
マに、４名の会員が発表しました。代表し
て小山会員のスピーチをご紹介します。

◇
「RCに入会して良かったこと・有り難かっ
たこと」
　　　　　　　　　　　小山　一子　会員
　入会1995年８月。あっと言う間の17年で
した。
　お誘い頂いた時には、1995年１月の阪神
淡路大震災で九死に一生を得、西洋医学や
東洋医学、神仏やご先祖様のご加護と「ほ
ほえみ会」の心と身体両面の「健幸」法の
お陰で、どうにか家庭復帰、社会復帰をし
ていました。あの大震災が無かったならば、
主人からこの会には入会を許される筈がな
く、ご縁の不思議を感じています。
　当時は○○分区と言っており、13クラブ
位ありましたが、女性会員は初めてと言う
ことで、どの会合やセミナーに出席しても、
質問攻めに会いました。今でも、どうして
私がロータリークラブに在籍しているのか
不思議です。
　当時の私は「生涯教育」に携わっており、
毎週３箇所の「ほほえみ会」のレッスンの
他に、RC・LC始め各種団体・学校等から
の講演依頼に、今と同じように東奔西走し
ていました。
　お声をかけて頂いた時には、一瞬「卓話」
のご依頼かしら？と思いましたら、違いま
した。あの狭くて窮屈なスポンサークラブ
との相部屋の事務所に、素敵な小父様方が
ずら～り。大門会員のご主人様と二人でレ
クチュアーを受けました。
　大先輩の中迫先生が汗を拭き拭き懇切丁
寧にご説明くださった中でも、今でも心に
残っている言葉が二つあり、それ以後ずっ
と実行しています。
　先ず一つ目は、「ロータリークラブの大き
な特徴は全出席。もしも欠席する時には、
必ずメーキャップをすること」。
　二つ目は、「ロータリークラブはハイです」
素直にハイと引き受けて勉強してと。「これ
はえらいことになってしまった。しかし、

こんな立派なところに私が入れる筈がない
わ」とたかを括っていましたが、あにはか
らんや、入会の運びとなってしまいました。
　その上普通であれば絶対にOKしない主人
が、「あの時死んだと思えば、生きているだ
けで上等。まあ何でもやってみろ！」と（唯
一つの例外を除き）しぶしぶOK。
　入会後も1、2度大きな事故に遭いながら、
いつ死んでもおかしくなかった私が、あれ
から17年も長生きし、70歳をとっくに過ぎ
てしまい、私自身は勿論、主人も大いに呆
れています。
　入会後は珍しさもあったのか、毎年・毎
期、クラブの何らかの理事・役員を拝命。
恐れ多くも1999年～2000年には、副会長拝
命。その歳からは地区の委員会にも借り出
されています。
　行く先々での人様とのご縁も拡がり、ご
縁の不思議さに感謝の気持ちで一杯です。
　メンバー33名中上から６番目となり、長
老と呼ばれるようになりました。今はこん
なにシワも増え、心有る？先輩からは、シ
ワが増えた、とか何とか、随分冷やかされ
るようになりましたが、入会当時の写真を
見ると、別人のように初々しく可愛らしい
私が、無邪気に微笑んでいます。
　女性会員も若くて個性豊かな会員が８名
となり、おばばがいつまでも出張っていて
は、皆様のお目障りではないか、いつ止め
ようかな？とチャンスを伺っていましたら、
先日の草野会員の卓話の中で、「歳を取るほ
ど止めてはいけない、寂しくなる…」とお
っしゃいました。
　親兄弟には、１年に数回しか会わないけ
れど、皆様には毎週毎週お逢いしていて、
親兄弟より深い縁を感じています。
　色々冷やかされるのも、冗談も、心易く
思って下さっているからかしら？と「陽転
思考」しています。
　もしこちらに所属していなかったら、ど
こかでお逢いしても、電車で足を踏んづけ
ても、「あ、ご免なさい！」で済んでしまう
でしょう。
　又、色々な職業のお方とお知り合いにな
れて心強く、「卓話」は毎回楽しみにしてい
ます。イザ！と言った時には無理も聞いて

プ ロ グ ラ ム

・
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いただけると言う安心感。これも有り難い
ことです。
　入会以来、毎年・毎期拝命している「リ
フレッシュエクササイズ」も来月で通算240
回となり、少しでもお役に立たせて頂いて
いることに感謝しています。　内弁慶な私
が、このような場所でお話しさせて頂ける
ことも有り難いことです。私には若さも名
誉も財産もありませんが、こんな素敵なご
縁のある「人々が宝物」と思っています。
　これからも、ご縁の続いている間は、出
来るだけお役に立つことを心がけ・感謝し、
皆様方と楽しく仲良くお仲間に加えて頂き
ますようお願い致しまして「ロータリーに
入会して良かったこと・感謝していること」
のお話とさせて頂きます。

古川　彰治　君…①誕生日、結婚記念日有
　難うございます。②プロバスクラブの皆
　様ようこそ、ごゆっくり。③14日の講演
　会動員よろしくお願いします。
栗田　義博　君…今日は本当におめでたい
　日です。皆様に新ためて乾杯です。
草野　　旦　君…クラブ創立19周年おめで
　とう御座居ます。もう19年なんですね。
　早く過ぎて行く年月…。そしてプロバス
　クラブの皆様、ようこそおこし下さいま
　した。今日はニコニコですね。
中迫　陽治　君…創立19周年記念・宝塚中
　プロバスクラブ合同例会おめでとうござ
　います。ニコニコニコ…
阪上　栄樹　君…昨日はすごい風でした。
　今日は一日倒木の処理に追われてしまい
　ました。本日は結婚記念を祝っていただ
　きありがとうございました。創立19周年
　おめでとうございます。
田中　哲三　君…○今日で、入会満３年と
　なりました。皆様ありがとうございます。
　○プロバスクラブの皆様、お越し下さり
　ありがとうございます。よろしく御歓談
　下さい。

　　本日合計　　　　　　30,000円
　　本日までの累計　　854,838円
　　　　　　　　　（前田　正明　記）

◆本日のソング
　「君が代」「われらの生業」
　　　　　　　　　　　桑田　昭世　会員

◆出席報告

◆ビジター
　片岡　昌明　様（宝塚中プロバスクラブ）
　中原　　等　様（　　〃　　）
　八郷　悦子　様（　　〃　　）
　冨永　　侃　様（　　〃　　）
　馬場　智英　様（　　〃　　）
　井上　康三　様（　　〃　　）
　日向須恵子　様（　　〃　　）

◆幹事報告
　　　　　　　　　　　幹事　田中　哲三
・例会出席　皆勤出席の表彰の件
・11～12年度R.I.会長賞申請しました。（宝
　塚RC・神戸RC・神戸東RC・神戸六甲RC
　が既に申請されています）
・第15回地区囲碁大会（6/3（日）開催）の
　案内が来ています。
・伊丹RCより、第６回ロータリー勉強会（4/
　21）の案内が来ています。
・訃報：篠山RC 波部勝幸会員　3/29逝去　

◆理事役員会・議事録
　　　　　　　　　　　幹事　田中　哲三
日　程　４月４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）・前田・中迫・
　　　　草野・大西・小山・阪上・古川・
　　　　槇野・竹原
内　容
⑴20周年記念例会の件

メイキャップ出席免除者会員数 算　定 本　日 出席率

前々回
3月21日

本　日 33

33

3

3

30

30

23

21 5

76.67

86.67

ニ コ ニ コ 箱
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・竹原実行委員長より記念講演の講師変更
　の説明
　今泉準教授（愛媛大学文学部）に依頼、
　承諾を得る
⑵その他
・4/1 4小山乃理子講演会問合せ先、事務所
　不在時の処置→幹事宅に転送で対応　

◆スポット
「皆勤会員発表」
○18年皆勤
　　中迫　陽治　会員
　　坂上　安夫　会員
　　阪上　栄樹　会員
○15年皆勤
　　小山　一子　会員
○１年皆勤
　　田中　哲三　会員
　　前田　正明　会員

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

　TVの見方が画期的に変わりそうです。
今月、「全番組レコーダー」が発売されま
す。これまで録画機はVHSからDVD、
Blu-ray Discと記録メディアが進化しま
したが、録画予約の難しさは変わってい
ません。「全番組レコーダー」は、番組表
チェックや、予約、消去といった録画に
おいて面倒な行動をなくします。すべて
の番組が録画されるので、空いた時間に
見たい番組を見ることができます。コマ
ーシャルは見なくなるので広告会社には
死活問題かも…。

ひとくち

▲誕生日や記念日を迎えた会員を皆でお祝い
　しました
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