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PEACE THROUGH SERVICE
R.I.会長テーマ

“奉仕を通じて平和を”
会長 田中 作次

第2680地区 宝塚中ロータリークラブ

本日の例会　　12月5日（水） 次週予告　　12月9日（日）

第935回例会報告 11月28日（水）

● ソング

● プログラム

「君が代」「それでこそロータリー」
　　　　　吉田　忠司　会員

年次総会

● ソング

● プログラム

「われらの生業」
　　　　　　草野　　旦　会員

クリスマス家族同伴例会
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◆会員誕生日
１１日　桑田　昭世　会員
２２日　矢野　浩臣　会員
２５日　前田　正明　会員
２８日　那須　範満　会員
２８日　川添　裕照　会員

◆奥様・ご主人様　誕生日
　９日　森信美恵子　様
１２日　竹原満登里　様
１９日　大門　勝史　様

◆結婚記念日
　１日　竹原　善記・満登里　様
１６日　小山　八郎・一　子　様

◆ご挨拶
阪神第3グループガバナー補佐

今垣　均　様（三田RC）
　皆様、今晩は。阪神第３グループ・ガバナ
ー補佐の今垣です。
　ロータリー年度も第２・４半期となり、前
期を振り返り忙しかったことを思い出してお
ります。
　各クラブを訪問しますと、それぞれのクラ
ブに特色が有り、楽しい時を過ごさせていた
だいています。
　宝塚中RCには女性会員がたくさんいらっし
ゃいますが、現在２名増え、８名いらっしゃ

ると聞いております。ますます華やかさが増
し、うらやましい限りです。
　今回は、ようやくIMの構想がまとまりまし
たので、お知らせとお願いに参りました。
　詳しくは、IM実行委員長の安行さんからお
話しいただきますが、昨年のIMとの違いをど
のように出していくかに苦労しました。
　たくさんの皆様にお越しいただけますよ
う、お待ち申し上げております。

◆阪神第３グループIM開催のお願い
IM実行委員長　安行　英文　様（三田RC）

　松山市から西へ25キロメートル、瀬戸内海
に面する人口6千人の小さな街、双海町。
　ここのキャッチフレーズは「沈む夕日が立ち
止まるまち」・海岸を走る国道378号線は「夕
焼け小焼けライン」の愛称で親しまれ、JR下
灘駅のプラットホームでは、毎年「夕焼けプラ
ットフォームコンサート」が開催される。
　週末には各地から若者や、家族連れが多く
ここを訪れる。
　その仕掛け人が、今回講演を予定している若
松進一氏で、元双海町の町役場の人である。
　何でもない一地方の街が、やがて「侍ブタ
値の住んでいるまちの物語をつくる」ことに
心血を注いだ。そんなプロセスは吾輪第三グ
ループにだって身近なものであるにちがいな
いし、是非「未来の夢」計画を我々クラブに
取り入れる一助になればと思います。
　来年２月９日(土)午後２時から開催されま
す、RI2680地区班トン第３グループIM、神戸
フルーツフラワーパークホテルにて心から皆
様をお待ちしております。こぞって起こし頂

おめでとうございます

ご挨拶



けることを切にお願い申し上げます。
　当日はイルミネーションで素晴らしい景色
がお帰りの際、出迎えてくれるでしょうし、
お隣には西日本一のアウトレットもありま
す。是非半日ではありますが、皆様と共に懇
親を深めたくお顔を拝見することを楽しみに
いたしております。
　ありがとうございました。

会長　蓮尾　春輝

あなたはUFOを信じますか？
UFO現象の謎を追え。
エドガー・ミッチェル
（アポロ14号宇宙飛行士）
　宇宙人が来訪している。アメリカの政府は
情報を公開すべきである。

アメリカ　ニューメキシコ州　ロズウェル
　毎年UFOフェスティバル
　65年前、UFO墜落の報道があった。
1947年：円盤がロズウエル郊外の牧場に墜落
したと、ロズウエル空軍基地に通報あり、
米空軍が確認した。翌日、誤報であったと
発表。しかし、宇宙人の遺体の解剖が行わ
れたという噂は今でもあります。
1994年：ロズウエル事件の再調査。特殊なア
ンテナを吊るした気球のレーダー反射板。
実験的な新型落下傘に吊るした人形。
1952年：首都ワシントンの上空にUFO。
米国の空軍を中心とするUFO現象の調査チー
ム。
　アレン・ハイネッツ博士（顧問）の調査報
告書（blue Book）
　その8割は天文学的事象、飛行物体（航空
機、気球）、（惑星、流星）、情報不足、
幻覚。残りの2割は正体不明（Un known）
　しかも、その多くは空軍のパイロットな
ど、信頼性の高い人物により目撃されてい
た。
　何か科学的に研究すべき現象が実在する。
180度考え方を改めた。政府や空軍にとって
UFO騒動を早く鎮めようとしていたのに、
ハイネック博士の報告は誤算でした。
　政府は、コロラド大のエドワード・コンラ
ン博士（物理学者）を中心とした別のチー
ムにより、UFO現象をこれ以上研究する意
義は認められない。1969年、ハイネック博
士を中心とした研究チームは中止させられ
た。それ以降、社会はUFO現象を非科学的
なものとして扱い、公式な科学の場から追

いやられ、SFやオカルト的なものとして扱
われるようになった。

日本の電機メーカーのエンジニアにより特許
を得ていた。
　南　善成さん（人工衛星のエンジニア）
　宇宙探査には従来のロケットではスピード
が遅すぎる。隼光速度近く迄加速できるよう
な速度でないと本当の意味での宇宙探査はで
きない。

最新の宇宙論では、
　宇宙空間は伸び縮みする。
　何らかの方法で宇宙空間をふくらませ、そ
の圧力で宇宙船を推進させることができる。
　宇宙船からある方向に強力なエネルギーを
放出すると、瞬間的に宇宙空間をふくらませ
る。すると、宇宙空間に押されて推進し、し
かもそのスピードは隼高速となり、エネルギ
ーの放出する角度を変えると、ジグザグに方
向転換したり急停止もできる。しかも、この
方法の特徴として宇宙船を取り囲む空間ごと
に移動する。
　空間を移動してもその中の宇宙船は止まっ
たまま、宇宙船に乗っている人は、どんな急
激な動きをしても全く振り回されない。
宇宙空間をふくらませる方法。
　南さんの試算によると宇宙空間を局所的に
数十億度以上に加熱するエネルギーが必要。
　現在の科学では不可能であるが、そのエネ
ルギーさえ生み出せれば、SF映画のような宇
宙船が理論的には実現できる。
　将来は、何らかの技術革新や新しい発見が
得られるのではないか。

フランス国立宇宙研究センター（CNES）
　その中にGEIPAN
　GEIPAN（未確認大気宇宙現象情報研究グル
ープ）
　寄せられた情報を科学的に研究し、その結
果を公開する。
　・一つの事例ではUFOではとの情報
　　ランタン風船…油紙製の熱気球
　・ノルマンデー　UFO現象
　　強力な光の列（サッカースタジアムの光
　　のようであった。）

◆卓話
　香道入門

田辺朱希美　会員
香炉に香が焚かれる

２

プログラム

会長の時間



ほのかな香りがゆらぎたつ
左の掌に香炉をのせ
右手でおおうようにして香を聞く
すべての神経が集中する
無心のとき・・・・・・・・
香りを楽しむとは
豊かさとゆとりを象徴する
最も文化的で贅沢な精神の営み
それを芸道にまで高め
いまに伝える「香　道」を通し
古くて新しい日本の香りを考える

香席体験
～御家流香道について～

◆香道の流源
　御家流　始祖　三条西実隆（公家）
　志野流　始祖　志野宗信（武家）

◆歴史
　日本人が香を知ったのは仏教の伝来の結果
と考えられている。
6世紀頃はもっぱら仏前に焚くものとして使用
されていた。貴族社会になってからは、部屋
や衣服に香を焚きしめる様になった。その
後、遊戯性を深めてゆき、上流階級の優雅な
遊びとして君臨した香の世界だが、こうした
優雅で贅沢な遊びは一時衰退してしまう。と
ころが、人々の感情の中に残った香は衣服に
焚きしめるなどの香り自体を楽しむ人々のも
とで生き続けたのである。この頃に生まれた
のが匂い袋や香枕などである。
人々の生活が安定してきたころ室町時代にな
って、茶道・華道などと共に香道としての芸
道が三条西実隆公により確立され、香木の香
りを組香としてゲームのように楽しむように
なった。現在では日本の伝統芸術の一つとし
て脚光を浴びるようになり今日に至る。

◆香木の種類
　六国五味

※香道で使う香木には6種類あり、それを六国  
と言う。
　また異なる匂いを5つの味で表現する事から
五味。

本日合計　　　　　　　　10,000円
本日までの累計　　　　　327,000円

（細川　洋一　記）　　

◆本日のソング
「四つのテスト」

馬場　和代　会員

◆出席報告
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ニコニコ箱

週間報告

メイキャップ出席免除者会員数 算　定 本　日 出席率

前々回
11月14日

本　日 31

31

3

4

28

27

25

24 1

89.29

92.59

記号
一
二
三
ウ
花一
花二
花三

木所
伽羅
羅国
真南蛮
真那伽
左曽羅
寸聞多羅
新伽羅

五味
辛
甘
苦
無
酸
鍼

主産地
インド
タイ

マナバール
マラッカ
サソリー
スマトラ
インド

田辺会員と▶
ご友人の
高田喬子様



◆ビジター
　阪神第3グループ　ガバナー補佐
　　　今垣　　均　様（三田RC）
　IM実行委員長
　　　安行　英文　様（三田RC）
　　　高田　喬子　様（田辺会員ご友人）

◆幹事報告
幹事　槇野　　稔

○阪神第3グループIM開催のご案内
○第44回宝塚障害児クリスマス大会のご協力
依頼
○第6回全国RYLA研究会開催の御案内
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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

ひとくち

　 ナ ラ テ ィ ブ ・ サ イ エ ン ス 
（Narrative Science）」という会社が
人工知能ソフトを作っています。これ
はスポーツ記事を自動的に作成するも
ので、たとえばサッカーの試合のスコ
アを入力すると、数秒で記事を書いて
しまいます。ときには人間より良い記
事を書くことさえあります。ジャーナ
リストなどの高い教育を受けた職業で
もロボットにより仕事を奪われる危険
がありますね。
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