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▼第940回　　　　　　　1月16日（水）

会長　蓮尾　春輝

漢方の生薬
8.　半夏（ハンゲ）Pinellia ternata
　◎サトイモ科
　◎ハンゲ属　　カラスビシャク
　◎産地‥‥‥中国、韓国、日本
　　東アジア各地に自生するサトイモ科の多
　　年草。
　　畑や山地の道端に雑草として普通に見ら
　　れる。
　◎半夏（ハンゲ）は、カラスビシャクの塊
　　茎の部分である。
　カラスビシャクの塊茎からひげ根を抜いた
ものは、いかにもおへそをくりぬいたような
形をしているので、別名「へそくり」ともい
います。つわりの妙薬として有名であった
「へそくり」を、農家の嫁は掘り集めて薬屋
に持って行き、自分だけのお金を作ったので
す。これが「へそくり」の語源と言われてい
ます。
　＜主要成分＞
　　ホモゲンチジン酸‥‥‥タケノコのえぐ
　　みの元
　　3-4-ジビドロキシベレズアルデヒド（えぐ
　　み成分）
　＜主な薬効＞

　　鎮吐、鎮咳、去痰、鎮静、抗アレルギー
　　作用
　＜主な方剤＞
　　小半夏加茯苓湯‥‥‥つわりに伴う吐き気
　　半夏厚朴湯‥‥‥つわり、不安神経症
　　半夏瀉心湯‥‥‥胃炎、消化不良
　　六君子湯‥‥‥胃炎、消化不良
　　小青竜湯‥‥‥気管支喘息、
　　　　　　　　　アレルギー性鼻炎
　　半夏白朮天麻湯‥‥‥冷え症でめまい

◆卓話
吉田　忠司　会員

立川ブラインド工業　講話
所　裕章　様

　昭和13年にブラインドの原点はである布
製、木製のブラインドが誕生しました。
もともとブラインドは欧米の人々の生活の一
部であったが、戦争をきっかけに日本にも広

会長の時間

TAKARAZUKA NAKA ROTARY CLUB
WEEKLY BULLETIN

●創　立　平成5年4月10日　
●例　会　毎週水曜日（19：00～20：00）　●例会場　宝塚ホテル
●事務所　〒665-0004 宝塚市梅野町1-46（宝塚ホテル405号室）
●電　話　0797-87-1151 直通83-1110 FAX83-1110
●会長　蓮尾春輝　●幹事　槙野　稔　●会報委員長　前田正明

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　　1月30日（水） 次週予告　　2月6日（水）
● ソング

● プログラム

「四つのテスト」
　　　　　　吉田　忠司　会員
「卓　話」
　　　　　　谷口　敏彦　会員

● ソング

● プログラム

「君が代」「それでこそロータリー」
　　　　　　草野　　旦　会員

国際奉仕委員会
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まることとなりました。戦渦に巻き込まれ、
終戦後、東京は廃墟と化したが、進駐軍から
ブラインドの注文が殺到し手工業では製造が
間に合わないほどの需要で、工業製品として
の事業化の契機となりました。
　1950年頃から高度経済成長期が始まり、官
民ビルの建築ラッシュや生活様式の欧米化に
より、ブラインドのニーズはさらに高まって
いきます。なかでも一般住宅への普及を視野
に入れ、1971年に発売した「シルキー」は、
インテリア性を重視した日本初の２５㎜幅の
アルミ圧延スラット採用により大ヒット商品
となりました。
　現在は、数多くの種類のブラインド、また
ロールスクリーン等が開発され、あらゆる窓
辺のニーズに多彩のアイテムでお応えして参
りました。
　たとえばシルキーサートは、昇降コードを
通すために必要なスラットの穴を、テープで
隠すことにより、光漏れの軽減を実現。また
ワンチェーン式の操作方法により、奥様が家
事をしながらでも片手で簡単にブラインドを
下ろすことが出来るようになりました。
　また欧米の方で人気であったロールスクリ
ーンにも改良を加え、カーテンのドレープと
レースのように使用することが出来るダブル
ロールスクリーンが誕生しました。
　さらにデザイン性に富むボーダー柄の二枚
の生地を組合す事により、ロールスクリーン
には不可能であった、光の調光と風通しの調
整ができるロールスクリーン「デュオレ」も
現在人気商品の一つとなっております。
面白いことに初代のブラインドである、木製
のブラインドも今は人気が再浮上をし、店舗
を中心にインテリア性の高いアイテムとし
て、改めて注目されております。
　このように、時代の流れに沿って、窓周り
のニーズも変化しているなか、当社は、「モ
ノづくり」を原点に、お客さまにご満足いた
だける製品開発に取り組んで参りました。ま
たこれからも継続していかないといけない課
題でもあります。地域に密着した適切なサー
ビスの充実を目指し、営業拠点を始め、全国
をカバーする生産体制の整備をこれからも行
っていきたいと考えております。

◯野木久子　君
極月に入り、走らざるを得ない毎日です。
少し時間を作って三瓶山小豆原の火山噴火
の灰や土の中から見つかった樹林を見てき
ました。

今まで年輪は輪だと思っていましたが、細
い繊維状の木の集合体と知りました。年を
重ねていても知らないことばかりです。
◯堀　弘二　君
思い起こせば、明日は阪神大震災の日で
す。
災害国日本として何とか十分な対策を考え
るべきでしょう。ニコニコ
◯草野　旦　君
今日、今年始めての例会出席です。
皆様、あけましてお目出とうございます！
本年もよろしくお願いします！
◯桑田　昭世　君
今年始めての出席です。本年もどうぞ宜し
くお願い申し上げます。賀状をいただきま
してありがとうございました。早々から飛
行機のトラブルや、学生さん達の事件など
心おだやかでないスタートの年ですがニコ
ニコ楽しい年になりますように！
◯中村　敏治　君
先週欠席しましたので、ほぼ一ヶ月ぶりで
す。
本年も宜しくお願い申し上げます。
◯吉田　忠司　君
12月24日に宝塚ハーフマラソンを走って来
ました。毎度のことながらゴール後は、フ
ラフラでした。今日は卓話です、宜しくお
願いします。ニコニコのノルマ達成です。
ニコニコ

本日合計　　　　　　　 59,000円
本日までの累計　　　　　493,000円

（細川　洋一　記）　　

◆本日のソング
「奉仕の理想」

馬場　和代　会員

◆出席報告

◆ビジター
　所　　裕章　様（立川ブラインド株式会社）
　池田　英彰　様（立川ブラインド株式会社）
　多田羅恵司　様（シンコー株式会社）
  

２

週間報告
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メイキャップ出席免除者会員数 算　定 本　日 出席率

前々回
　月　日

本　日 31

‒

3

‒

28

‒

27

‒ ‒

96.43

　‒休　　会



◆スポット
★リフレッシュエクササイズ　№240

小山　一子　会員
皆様今晩は。
★通算240回目の「にこにこエクササイズ」で
す。
昨年5月16日分から勝手致しておりましたが、
本日より又ご奉仕させていただくことにな
りましたので、よろしくお願いいたしま
す。
★今夜は前期に続き「側筋強化エクササイ
ズ」№3
★「捻りのポーズ」です。
1）足を腰幅に開き、大きな深呼吸2回行い
　ます（手首の関節をしっかり捻り、動か
　します）、手首を思い切り振り柔らかく
　しておきます。
2）両手を首の後ろで組みます。
3）アゴを引いたまま左から2回ずつ、左右
　計8回捻ります。
　（“ほほえみ会”のエクササイズは、普
　通は反動を使わずゆっくりですが、今回
　だけは、ゆっくりではありますが反動を
　使う珍しいものです）
4）捻り辛かった方へ振り向き、4回（つ）
　矯正いたします。
5）それが終わるともう一度　3）を行い、
　バランスをとって終わります。
7）手足を戻し　足踏みします。
8）呼吸調整2回、深呼吸2回、クンバハカ　
（親指外に）し、クンバハカして終わりま
　す。
9）「腹筋・背筋・側近」に「笑筋」を加え
　て、生涯衰えさせてはいけない、大事な
　「四筋」となります。
次回をお楽しみに！　‒完‒

「理事・役員会議事録」
日　程　平成25年1月16日（水）
時　間　20時00分～
場　所　宝塚ホテル
出席者　坂上・阪上・大西・中村・細川
　　　　竹原・矢野・田辺・小山・蓮尾
　　　　槇野
・「SAKUJI作戦」に賛同、登録する
　詳細は例会で説明
・大野晋司
　ロータリー新地区補助金に関するお願い
　理事会で推薦を決定

20周年記念例会実行委員会が開催されました

▼第941回　　　　　　　1月21日（月）

宝塚ロータリークラブ
会長　中西　範彦

　本日の合同例会は、今期2回目であります。
さすがに宝塚3クラブの皆様にご参集頂きます
と大人数で賑やかな雰囲気でございまして、
「会員減少」に歯止めをかけるべく　努力し
なければならないという常日頃の思いが、一
瞬吹っ飛んでしまいそうな感じが　致してお
るところでございます。
　本日は　ゲストに　ゴルフ作家として活躍
中の山口信吾様をお迎え致しておりまして、
お忙しい中をこの例会にお越し頂き　心から
の御礼と感謝を申し上げたいと存じます。
　山口信吾さんは、現役時代建設会社に勤務
し、主として都市開発をテーマにした仕事を
されておられました。私も同じ会社に在籍
し、共に受注の為の各種提案活動等に励んで
おりましたが、得意先との懇親ゴルフに参加
するうちに山口さんはゴルフそのものにはま
ってしまって、会社卒業後はゴルフに関する
本の執筆を始められ現在までにその作品は既
10冊を超えておられまして、人気ゴルフ作家
として活動中であります。ゴルフの力量もシ
ングルを目指してそれを達成した体験もお持
ちですが、後程ご講演を頂く予定で御座いま
す。
　さて、宝塚RCの例会で以前申し上げたこと
がありますが、石原慎太郎さんが「私達が毎
日何気なく繰り返している人間同士の“出会
い”は、考えて見れば奇跡の一つだ」と言っ
ております。人と人が出会って友人となる。
人間の出会いは、地球上の総数を分母にすれ
ば確率から言っても何億分の一というもの
で、確かに奇跡的なものではあります。私が
ロータリアンになった事を一つのきっかけと
して、それぞれの領域で、男のあるいは女の
ドラマを演じてこられた多くの異業種のロー
タリアン各位との“出会い”は、私にとって
慎太郎の言葉を借りるまでもなく奇跡の一つ
であると思っております。
　本日ご参集の3RCの会員である皆様が、2680
地区の7RCへの相互訪問を実施され、そして旅
行や出張で訪れる日本各地にあるRCを積極的
に訪問されますと、多くのロータリアンとの
“出会い”があります。自分の人生街道を歩
む中で私も多くのロータリアンとの出会いを
通じて、各種ドラマが生まれることを期待し
ながら、ロータリー活動を通じての奉仕活動
に地道に精励する必要があると改めて自問自
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答しておる昨今でございます。
　本日も短い時間ではありますが、各位のお
仕事や、趣味、日日の生活ぶり、健康管理、
旅行、グルメなどの各種の情報交換をされな
がら、この合同例会が、各位にとりまして有
意義なものになりますごとを　心から祈念申
し上げまして、誠に措辞でございますが挨拶
に代えさせて頂きます。有難うございまし
た。

◆卓話
　　ゴルフ作家　山口　信吾　様

2016年オリンピックでゴルフが復活する背
景をひもとく
1.　なぜ　ゴルフは当初からオリンピック種目
だったのか
　・「DEPORTARE（はしゃぎまわる）」が
　スポーツの語源
　・近代スポーツの母国は　イギリス
　・大英帝国の中核を担う上流子弟の教育手
　段としてのスポーツ
　・ゴルフは必須科目
　・ゴルフは最古の近代スポーツ
　・ゴルフは「スポーツの中のスポーツ」と
　される
　・クーベルタンのイギリスの教育制度視察
　・1500年の時を経てオリンピック復活
　・ゴルフが実施種目となったのはごく自然
　な成り行き
2.　なぜ　ゴルフは2回実施後にオリンピック
種目から外れたのか
　・R＆Aとの主導権争い
　・オリンピックの格が低かった（万博と同
　時開催）
　・1960年に遡る「ジ・オープン（全英オー
　プン）」の存在
　・当時はエリート制の高いスポーツ
3.　なぜ　12年ぶりにゴルフがオリンピックに
復活するのか
　・米国、そして日本でのゴルフの産業化と
　大衆化
　・600年の歴史を経て世界中でゴルフ人気上
　昇中
　・ゴルフの国際化は　まだまだ　これから
4.　ゴルフは一生愉しめる稀有なスポーツ
　・自然と戦う
　・一生たのしめる
　・老若男女が一緒にたのしめる
　・頭と体をおおいに使う
　・費用対効果が高い

山口信吾（やまぐち・しんご）さんプロフィール
ゴルフ作家。
1943年　台北市生まれ。
＊九州大学工学部建築学科を卒業後、同大学
院を修了。
＊1969年竹中工務店に入社し設計部に所属。
＊1970年渡米しハーバード大学デザイン大学
院修了後、シカゴの米国大手設計事務所に
勤務。
＊1975年帰国して竹中工務店に復帰、開発計
画本部に所属して一貫して都市開発プロジ
ェクトに従事。
　　サラリーマンながらシングルを目指し、
それを達成した体験記が大ヒット。
　　定年後は　アマチュアならではの視点を
生かしたゴルフ上達法の解説書を発刊、
次々とベストセラーになっている。
　『普通のサラリーマンが2年でシングルにな
るための18の練習法』
　『サラリーマンが夢のシングルをかなえる
山口式7つの基本動作』
　『死ぬまでゴルフ！　ゴルフ人生を全うす
るための18訓』など　多数。
　ゴルフ暦25年、ベストハンディキャップ8。

◆出席報告
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メイキャップ出席免除者会員数 算　定 本　日 出席率

前々回
1月9日

本　日 31

31

3

3

28

28

14

23 2

50

89.29

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

　タブレット人気に押され、売り上げを侵
食されつつあるパソコンメーカー各社は
反撃に必死になっています。Windows8
発表以来、発表されるパソコンの多くは
ハイブリッド端末（ノートパソコンにタッチ
パネルをつけたもの）が多くなっています
が、性能的にはiPadにかないません。し
かし、iPadでは文章などの作成が難しく、
それはMicrosoftが得意とする分野なの
で、しばらくは様子見でしょうね。
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