
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　　10月16日（水） 次週予告　　10月21日（月）
● ソング

● プログラム

「奉仕の理想」
　　　　　　川添　裕照　会員

宝塚３ロータリークラブ合同例会

● ソング

● プログラム 宝塚中プロバスクラブ合同例会
　　　　　　（ホテル若水）
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会長　大西　利哉
　皆さん今晩は、本日のお客様は宝塚武庫川RC
畠中 勇様です。ごゆっくりおくつろぎ下さい。
　本日は、ロータリーの親睦というものの記
事が目にとまりましたので、ご紹介します。

　　ロータリー文庫　深川PG
　　純ちゃんのコーナーより抜粋

　ロータリーの指導理念は、親睦と奉仕であ
ります。地区大会も１Ｍも全て親睦と奉仕を
指導理念として営まれます。ロータリーの例
会も親睦と奉仕という形を採っています。即
ち、例会時間の内、最初の30分は、食事をし
ながら親睦を暖める時間であり、後の30分
は、奉仕に耳を傾ける時間即ち、卓話の時間
であります。したがって、例会の最初から最
後まで在席して始めて例会に出席したことの
意味があるのであります。
　ロータリーの親睦というものは、本来、ゴ
ルフや旅行を楽しみ、酒を楽しむというよう
な「感性的な親睦」を意味するものでありま
せん。ロータリアンが例会において、親睦の
内にフェロー・ロータリアンと切磋琢磨し、
自己研鑽に励みながら、自らの心を高めてい
く所謂「精神的な親睦」を意味するものであ
ります。
　感性的な親睦であれば、ロータリアンでな
くとも地域社会の人であればだれでも楽しん
でいるのであります。･･･中略･･･
　先ずロータリークラブは、社交クラブであ

ると言うことを忘れてはなりません。ロータ
リークラブは奉仕クラブではないのでありま
す。日本のロータリークラブの創始者米山梅
吉先生は、『ロータリーは、奉仕クラブでは
ない』と言い切っています。『クラブとして
奉仕すべきものは原則として何もない。で
は、クラブはいったい何をするところなの
か。それは奉仕するロータリアンを育てると
ころである』というのであります。このよう
にして、ロータリークラブは、社交クラブで
あります。
　したがって、社交クラブでありますから、
基本的に先ず楽しくなければなりません。ロ
ータリークラブは、宗教団体ではありませ
ん。お寺ではないのでありますから、酒を楽
しみ、ゴルフや旅行を楽しむのも結構であり
ます。楽しいことは、何をやっても良いので
あります。このような感性的親睦も大いに結
構であります。
　ただ然し、一点、忘れてはならないこと
は、酒を飲んでも、ゴルフをしても、何をす
るにつけても、己の足らざるところを他のロ
ータリアンから学ぶ姿勢を持つべきことであ
ります。即ち、ロータリアンがお互いに学び
あうことによって自らを高め合うこと、所謂
「精神的親睦」がロータリーの親睦なのであ
り、そこにロータリーの魅力があるのです。

会長の時間

職業奉仕を考える
　　―職業奉仕月間に寄せてー
１．職業奉仕の疑問
　・今年から１業種一人ではなく二人とな　
　　る。
　・主婦も参加できるようになる。
　・退職者は退会しなければならないのか？
　・今さら職業奉仕など云わなくても、自ら
　　の職業を正しく務めているのではないか？
2 ９月１４日に行われた職業奉仕セミナーに出
席
（深川氏の講演を聞いて感銘を受ける）
3 以下、職業奉仕に関して思うこと
　・ロータリーの出発点（１９０５年　商業
相談所）
　　ポール・ハリス“寛容で親睦と友情の精
神”
　・１９１１年アーサー・シェルドンの「私
の宣言」
　　職業奉仕の確立：“He　profits　most　
who　serves　best．”
　　（他人に最もよく奉仕する者が最も多く
むくわれる）
4 四つのテストの誕生（１９３２年）

（ハバート・ティラーが倒産したアルミ会社
を１０年後に立て直しに成功。商工会議所か
らロータリーにゆずりうける）
“真実かどうか
　　みんなに公平か
　　　好意と友情を深めるか
　　　　みんなのためになるかどうか”

二宮尊徳
　“売り手よし
　　買い手よし
　　世間よし　”
5 国際ロータリー第２６８０地区「職業訓」
（１９８７年及び２００１年地区大会決議）
6 結論
“愛の心をもって　主婦も退職者もロータリ
ー人生を生きるべし”

第975回例会報告 10月9日（水）
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ENGAGE ROTARY CHANGE LIVES
R.I.会長テーマ

“ロータリーを実践し　みんなに豊かな人生を”
会長 ロン・Ｄ・バートン

第2680地区 宝塚中ロータリークラブロータリーを
実践し

みんなに
豊かな人生を

ロン D. バートン
2013-14年度RI会長
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ニコニコ箱

週間報告

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
9月25日

本　日 29

29

2

2

27

27

24

23 3

88.89

96.30

◆卓話
那須　範満　会員

『ロコモティブシンドローム』　

　ロコモ（ロコモティブシンドローム）と
は、「運動器」と呼ばれる骨・関節・筋肉な
ど、身体を動かす仕組みがおとろえて立つ、
歩く、走る、登など、日常に必要な能力が低
下し、要介護になったり、介護が必要になる
危険の高い状態をいいます。
　次のような症状が一つでもあったら、ロコ
モかもしれません。
①　片脚立ちで靴下がはけない
②　家の中でつまづいたりすべったりする
③　階段を上るのに手すりが必要である
④　家のやや重い仕事が困難である
⑤　２kg程度の買い物をして持ち帰るのが困
　　難である
⑥　１５分くらい続けて歩くことができない
⑦　横断歩道を青信号で渡りきれない
　ロコモの防止には、日頃から運動をするこ
とが大切です。「片脚立ち」「スクワット」
の２つの運動は「ロコトレ」として推奨され
ています。
　さあ、あなたも今日から、楽しくロコトレ
体操を始めましょう。
　　　　　　　―日医ニュース
　　　　　　　「健康ピラザ」No.397より―　

　卓話のあと、ロコモティブシンドローム啓
発DVDを視聴。小山会員の指導で、全員でロ
コトレ体操を体験しました。

【参考】日本人の平均寿命　　

　ロコモティブシンドロームは高齢化に伴う
３大課題（認知症：頭、メタボ：内臓、ロコ
モ：骨・筋肉等運動機能）の一つで、2007年
日本整形外科学会より問題提起されました。

◯畠中　　勇　様（宝塚武庫川RC）
　本日は、お世話になります。
◯古川　彰治　君
　10月なのに暑い毎日、皆さん体調管理しっ
　かりと。
　畠中さんようこそ。久し振りのビジター大
　歓迎です。
◯堀　　弘二　君
　今年度は台風が多く、大変ですね。地球環
　境も大分変わりつつあるように思います。
　ニコニコ
◯栗田　義博　君
　クワタ様、ブレザーありがとうございます。
　今日は台風が去って良い天気でしたね。
◯那須　範満　君
　今日は卓話です。
　　
　　本日合計　　　　　　　　20,000円
本日までの累計　　　　309,000円

　　　　　　　　　　（田村　久子　記）

◆本日のソング
「四つのテスト」

川添　裕照　会員

◆出席報告

◆ビジター
畠中　　勇　様（宝塚武庫川RC）

平均寿命 健康寿命

女　性

男　性 79.94

86.41

72.3

77.7

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
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ひとくち

経済協力開発機構（OECD）は24か国
の16～65歳の男女を対象に行った「国
際成人力調査」（略称PIAAC）の結
果を公表しました。仕事や日常生活で
必要とされる能力の習熟度を３分野で
調べたもので、日本は「読解力」「数
的思考力」の２分野で平均点が１位と
なり、学校教育の高い水準を裏付けま
した。一方で、「ITを活用した問題解
決能力」は10位でした。国際比較で
は、フィンランドが３分野とも２位で
す。日本は上位と下位の差や、職業や
学歴による差が小さく、幅広い層で高
い能力を示しています。中高年が好成
績だったのも特徴で、文部科学省は
「戦後の義務教育の成果」と分析して
います。
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