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●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　　4月17日（水） 次週予告　　4月24日（水）
● ソング

● プログラム

「奉仕の理想」
　　　　　　草野　　旦　会員
「卓　話」
　　　　　　細川　洋一　会員

● ソング

● プログラム

「それでこそロータリー」
　　　　　　野木　久子　会員
宝塚3RC合同例会
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▼第950回　　　　　　　4月3日（水）

会長　蓮尾　春輝

漢方の生薬
15.葛根（カッコン）　　Pueralia lobata
◎マメ科　クズ属
　　　　（東アジア温帯各地自生のつる性）
産地：中国、韓国、日本（長野、奈良、
群馬）
葛根は、文字どおり葛の根である。葛の
花（葛花）は、二日酔いの薬として知ら
れている。
吉野葛は良質で有名であるが、本物の葛
の根のみを「本葛」と呼ばれる。
流通しているものは小麦や馬鈴薯からの
デンプンも含まれている。
葛粉を使って葛湯、葛餅、葛切り。
　＜主要成分及び薬効＞
　　・ダイゼイン‥‥鎮痛作用
　　・プエラリン‥‥血糖下降作用
　　　　　　　　　　乳がん抑制効果
　　　他にも多種のイソフラボノイド類
　＜主な方剤＞
　　葛根湯：頭痛、発熱、悪寒、肩こり、
　　　　　　炎症性疾患、感冒など熱性疾患
　　葛根湯加川芎辛夷：鼻づまり、慢性鼻炎
　　桂枝加葛根湯：解熱、鎮痛、発汗
　　葛根湯は葛根、麻黄、桂皮、芍薬、甘

　　草、生姜、大棗を加えたもの
☆落語に「葛根湯医者」という噺があ
ります。
「頭が痛い」→それでは葛根湯
「腹が痛い」→葛根湯
しまいには付き添い人にも「葛根湯を
お上がり」というオチ。
どんな患者にも葛根湯を処方する藪医
者として揶揄したものだが、逆に当た
らずとも遠からずで、逆に葛根湯の適
応範囲の広さも示しているといえる。

　20周年記念例会のプログラムに沿ってリ
ハーサルを行い確認をしました。

○馬場　和代　君
　草野先生、先日は感動の「永遠物語」あ
りがとうございました。講演後の榛名さん
花總さんとの記念写真もとてもうれしかっ
たです。ニコニコ
○古川　彰治　君
　結婚記念日、誕生祝ありがとうございます。
6日の20周年楽しく盛会になります様に。
○草野　　旦　君
　先日はバウホール公演『永遠物語』にお
こし下さいまして本当にありがとう御座居
ました。嬉しかったです。心より御礼申し

会長の時間

プログラム

ニコニコ箱

第950回例会報告 4月3日（水）

第951回20周年記念例会報告 4月6日（土）



上げます！
○阪上　栄樹　君
　いよいよ土曜日は20周年記念例会です。
皆様と共に楽しい記念例会となりますよう
に！！
結婚記念日を祝っていただきありがとうご
ざいました。最後に今山の桜が見頃です。
ニコニコ
○田辺　朱希美　君
　我が家に七人目の孫　滉介君が誕生しま
した。
　バァバを頑張っておりました！お休みし
ていたお詫びに、ニコニコ！20周年記念例
会頑張りましょう！
○谷口　敏彦　君
　20周年記念を迎えるに当って竹原実行委
員長をはじめ理事役員の皆様御苦労さまです。

　　本日合計　　　　　　　　 25,000円
本日までの累計　　　　　684,000円

　　　　　　　　　　（細川　洋一　記）　

◆本日のソング
「奉仕の理想」

草野　　旦　会員

◆出席報告

◆幹事報告
　幹事　槇野　稔

○3クラブ合同例会のご案内
○本日理事会を例会終了後行います
　続いて20周年委員会を行います
○水前寺ロータリーから焼酎が笑納下さいと
　いうことで届いております
　（20周年おめでとう）

「理事・役員会議事録」
日　程　平成25年4月3日㈬
時　間　20時00分～
場　所　宝塚ホテル
出席者　蓮尾・槇野・細川・大西・小山
　　　　中村・坂上
内容
◯ICUダイアログハウス支援協力
　募金のお願いの件

中クラブは協力しないことになりました。

▼第951回　　　　　　　4月6日（土）

　創立20周年記念例会を無事開催出来まし
た。皆様ご協力ありがとうございました。　

２

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
3月20日

本　日 31 4

休
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会

24 88.89

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

■記念講演：
演題『人と人を結ぶ言葉～海を越えて・時間を超えて～』
　今泉　志奈子　1998～1999 年度ロータリー財団奨学生

神戸女学院大学卒業後、大阪大学大学院に通う。
博士後期課程在学中に 1 年間休学して 1998 年から 1 年間イギ
リスのマンチェスター大学修士課程に留学し、M.A.
(Linguistics) を修得。
1999 年大阪大学大学院に復学。
2001 年に同大学院を修了し、博士（言語文化学）を修得後、
2002 年 3 月まで言語情報科学講座助手（当時）として勤務。
2002 年から愛媛大学の講師として赴任、2007 年から同大学の
准教授として現在に至っている。

■アトラクション：『ハーモニカ演奏』
　南　里沙＆Flying Cat

神戸女学院大学音楽学部音楽学科オーボエ専攻卒業。
3歳からピアノを始め、故・秋谷和子氏に師事。
大学在学中にクロマチックハーモニカに出会い、徳永延生氏に
師事。
2009 年、F.I.H. ドイツ世界大会オープンカテゴリーにて準優勝。
2010 年、第 30 回 F.I.H. 日本ハーモニカコンテスト 3 部門にて
優勝。
ジャズ・ポップス部門において、同大会の総合グランプリ受賞。
第８回西日本ハーモニカコンテスト、４部門にておいて優勝。
審査員特別賞受賞。
第８回アジア太平洋ハーモニカ大会クロマチックハーモニカ
ソロオープンにて優勝。
2011 年には、中国・上海音楽庁での演奏や、いずみホールに
おいてウクライナ国立キエフ交響楽団と共演。
放送メディアでは、NHK「JAZZ LIVE KOBE」などに出演し国内
外で活躍中。

13：30
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16：20

記　念　事　業

福島県須賀川RCに震災義捐金
3.11東日本大震災で校舎を失った須賀川市立第一小学校生徒は、不自由な仮設校舎で勉強を続けています。また、
地震被害を受けた児童生徒も多数にのぼります。しかし、これらにもめげず、現在も明るく勉強にスポーツに励ん
でおります。
宝塚中ロータリークラブは福島県須賀川南ロータリークラブを通じて、この第一小学校及び生徒を須賀川地方復興
のシンボルとして、激励し支援するため、全国レベルにまで技量を高めたマーチングバンド部を力強く支援するこ
とといたしました。

キッズダンススタジオ「ミント」に青少年育成協力金
宝塚市を中心に、4才～18才の宝塚市を中心に、4才～18才のKids ・ Teens達にダンスの魅力や踊る楽しさを通じて、
子供たち相互が楽しく交流でき、親睦を深め、健全な心身の養成を目的としたダンススタジオです。
夢や目標の為、努力を重ねている子供たちは不思議と輝いています。
ダンスを通じてこの輝きが皆様方に伝わり少しでも感動を憶えて頂けたら幸いです。

プロフィール

登録開始

第一部　記念例会
・開　　会
・開会点鐘
・開会のことば
・ソング「君が代」
　　　　「奉仕の理想」
・物故会員に対し黙祷
・来賓並びに参加クラブ紹介
・会長挨拶
・来賓祝辞

・記念事業発表及び目録贈呈　
　　震災義捐金　
　　青少年育成協力金
　　　各代表の挨拶　

・20 年間皆出席者発表　記念品贈呈
・閉会のことば
・閉会点鐘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　休　　憩

第二部　記念講演
講師紹介
演題「人と人を結ぶ言葉～海を越えて・時間を超えて～」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　休　　憩

第三部　祝　　宴
・「ミント」紹介
キッズダンススタジオ「ミント」によるダンス

・来賓祝辞
・開宴の挨拶
・乾杯

　＜アトラクション＞
　　南　里沙によるハーモニカ演奏

　＜手に手つないで＞

・閉宴の挨拶

SAA　小山　一子
会　長　蓮尾　春輝

実行委員長　竹原　善記
ソングリーダー　川添　裕照

SAA　小山　一子
登録委員長　栗田　義博

会　長　蓮尾　春輝
宝塚市長　中川　智子

創立時ガバナー　空地　啓一
創立時特別代表　梅村　正道

熊本水前寺公園 RC　代表

会　長　蓮尾　春輝
須賀川南 RC

キッズダンススタジオ「ミント」代表　蛭子　　真

会　長　蓮尾　春輝
実行副委員長　古川　彰治

会　長　蓮尾　春輝

副 SAA　木本　玲子

1998～1999 年度ロータリー財団奨学生

愛媛大学准教授　今泉志奈子

副 SAA　田村　久子

ガバナーエレクト　大室　　　
宝塚 RC会長　中西　範彦

阪神第 3Gガバナー補佐　今垣　　均

実行副委員長　阪上　栄樹

（姫路 RC）

（宝塚武庫川 RC）

（宝塚武庫川 RC）

（三田 RC）

宝塚中 RC創立 20 周年記念例会プログラム

■ダンス
　キッズダンススタジオ「ミント」

【主なダンスコンテスト受賞歴】最近 3年間
2009 年　ダンス甲子園　決勝大会　優勝（全国 1位）

avex キラットエンタメチャレンジコンテスト
ダンス中学生部門　全国決勝大会　優勝（全国 1位）

2010 年　avex キラットエンタメチャレンジコンテスト
ダンス中学生部門　全国決勝大会　優勝（全国 1位）
全国スーパーキッズダンスコンテスト　全国決勝大会
小学生部門　優勝（全国 1位）

2011 年　avex キラットエンタメチャレンジコンテスト
ダンス中学生部門　全国決勝大会　優勝（全国 1位）

※「24 時間テレビ　ダンス甲子園」他　TV、雑誌出演多数

Attendance Report
出席報告

平成25年4月6日

宝塚中ロータリークラブ　　幹　事　　槇　野　　　稔

御 芳 名

職 業 分 類

所属クラブ名

宝塚中ロータリークラブ　創立20周年記念例会2012～2013年度　国際ロータリー第2680地区

◀胡志武様より
　祝電を頂きま
　した。
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