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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　　11月27日（水） 次週予告　　12月4日（水）
● ソング

● プログラム

「四つのテスト」
　　　　　　川添　裕照　会員

クラブフォーラム

● ソング

● プログラム

「君が代」「それでこそロータリー」
　　　　　　山本章太郎　会員

年次総会・クラブ協議会　

1

会長　大西　利哉
　皆さん今晩は､本日のお客様は伊丹RC坂上正
隆様と銀のステッキ旅行の荒木有希様です。
ごゆっくりおくつろぎ下さい。
　今期、上半期の例会は残すところあと、本
日を入れて5回です。来年1月18日㈯の講演会
に多数の人たちが集まってもらえるように、
皆様のご協力をお願致します。また、この日
は会員の皆様はもちろんですが、皆様のご親
族（奥様・旦那様・お子様など）、お友達、
従業員の方、ご近所の方など、最低お一人以
上お誘いください。「後からそれ何なの」
「知らなかった」と悲しい質問はしないでく
ださい。
　ロータリージャパンHPの中のロータリーの
活動をクリックすると一般の人たちに向け
た、「地域社会のために活動する」というメ
ッセージがあります。その一部を紹介します。
　国際ロータリーの本部は、アメリカ・イリ
ノイ州エバンストンに本部を置く組織で、200
以上の国と地域に、約3万3,000のロータリーク
ラブがあり、約120万人のロータリアンがいます。
　日本には、約2,300のロータリークラブがあ
り、約9万人のロータリアンがいます。ロータ
リアンたちは、それぞれに職業を持ち、職業
倫理を重視し、また、それぞれの職業を通し
て、さまざまな活動をしています。
　ロータリークラブでは、そのクラブがある
地域社会のさまざまなニーズを検討し、地域
の人たちとともに、地域社会のために、地域
社会に根差した、さまざまな活動をしています。

　例えば、子どもたちのために、スポーツ大
会やスポーツ教室を開催したり、学校で自分
たちの職業の体験談を話したりしています。
地域の環境保全のために、植樹をしたり、川
や海岸などの掃除をしたりしています。地域
の人たちが興味をもっているようなテーマで
講演会を開催することもあります。
　今回の講演会も地域社会へ貢献するという
目的です。ロータリークラブ、或いは、わが
クラブのアピールの場でもあり、会員増強の
きっかけとなればと思います。皆様のご協力
を期待していますので、よろしくお願いします。

◆卓話
坂上　安夫　会員

　私、ロータリークラブで一番苦になるのは、卓
話なんです。
　何を喋ればよいのか考えると。精神的な刺激・
緊張より、心身の機能の変化が負担になって、高

会長の時間

プログラム

齢者には「ストレス」が溜まることは健康上一番
悪いのです。
　そこで　私の卓話の時間に講師をお招き致しま
したので、よろしくご静聴のほどお願いします。

　講　師：関西大学環境都市工学部建築学科
　　　　　准教授（工学博士）　岡　絵里子　氏
　テーマ：宝塚市住宅地の今昔物語
『講演要旨』
　今は昔、宝塚は急峻な山（長尾山系・六甲山
系）と大河（武庫川）が蛇行する地でした。
　時は明治末～大正～昭和初期にかけて、３人の
傑物が住宅地‘宝塚ブランド’を造り上げていき
ます。

第981回例会報告 11月20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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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6日

本　日 29

29

2

2

27

27

22

23 4

81.48

100

齢者には「ストレス」が溜まることは健康上一番
悪いのです。
　そこで　私の卓話の時間に講師をお招き致しま
したので、よろしくご静聴のほどお願いします。

　講　師：関西大学環境都市工学部建築学科
　　　　　准教授（工学博士）　岡　絵里子　氏
　テーマ：宝塚市住宅地の今昔物語
『講演要旨』
　今は昔、宝塚は急峻な山（長尾山系・六甲山
系）と大河（武庫川）が蛇行する地でした。
　時は明治末～大正～昭和初期にかけて、３人の
傑物が住宅地‘宝塚ブランド’を造り上げていき
ます。傑物が住宅地‘宝塚ブランド’を造り上
げていきます。
　一人目は小林一三氏、自らが経営する電鉄
路線の駅周辺の山の南斜面を削り住宅地と
し、終点の地（宝塚温泉）に歌劇場や遊園地
を造りました。
　二人目は安部元太郎氏、雲雀丘地区の住宅
地開発のため宝塚線の雲雀丘駅を誘致し、モ
ダンな駅舎や駅前ﾛｰﾀﾘｰ、街灯・並木・石畳の
歩道がある道路を整備しました。西洋風の街
並みを目指し今も残る洋館にその名残りを留
めています。
　三人目は平塚嘉右衛門氏です。氏は宝塚ホ
テル・宝塚ゴルフ倶楽部と関係が深い方で
す。中州に温泉を引いて中州温泉とするだけ
でなく、河川改修により生じた河川敷跡地
（西宝線（今の今津線）沿線、逆瀬川地区）
を温泉付住宅地として売り出しました。また
宝塚会館を建設しダンスホールを作りまし
た。かくして、環境と文化に秀でた‘宝塚ブ
ランド’が出来上がり、数少ない人口減少の
少ない町になっています。
　これからの街づくりの主役は宝塚に住む市
民の皆さんです。市民の意見・要望を織り込
むべく地区計画の是非等検討するなど住民主
体の活動が望まれます。（文責　田中哲）　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　≪註≫講師の岡先生は、宝塚市の都市計画
　　　　関連の委員会の委員を委託されてお

　　　　られます。又坂上さんの娘さんの知
　　　　己という御縁で本日の講演を依頼さ
　　　　れました。

○坂上　正隆　様（伊丹RC）
本日はお世話になります。
○蓮尾　春輝　君
坂上様、荒木様ようこそ。
急に寒くなり、私も風邪気味です。皆様も、お
大事に
○小山　一子　君
岡先生、坂上様ようこそ。本日はよろしくお願
いいたします。
皆様、柏原RC50周年お疲れ様でした。人生
色々～♪の島倉千代子さんが亡くなられさみし
い限りです。
荒木さんいつもバス旅行ありがとうございま
す。ご入会心からお待ちしています。にこにこ。
○栗田　義博　君
伊丹ロータリークラブの坂上様、銀のステッキ
の荒木様、ようこそおこし下さいました。
土曜の柏原RC50周年は楽しかったですね。5次
会まで行って帰ったのは午前3時でした。本当
に矢野さんは強いですね。
○草野　　旦　君
急に寒くなって来ました。
お風邪などめされませんように！！
○坂上　安夫　君
今日は卓話です。お手柔らかに願います。
○阪上　栄樹　君
坂上様（伊丹RC）ようこそ、そして銀のステ
ッキの荒木様ようこそ！！いつもお世話になり
ます。是非9人目の女性メンバーとして御入会
下さい！！大歓迎です。

　　本日合計　　　　　　　　34,000円
本日までの累計　　　　　366,000円

　　　　　　　　　　（田村　久子　記）

◆本日のソング
「奉仕の理想」

野木　久子　会員

◆出席報告
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◆クラブゲスト
岡　絵里子　様（関西大学準教授　卓話講師）
坂上　恵子　様（坂上安夫会員の娘さん）

◆ビジター
坂上　正隆　様（伊丹ＲＣ）
荒木　有希　様（銀のステッキ）

◆幹事報告
・宝塚市広報における電話対応が可能な方ご協
　力をお願い致します
　古川会員がご協力頂くことになりました

◆スポット
★リフレッシュエクササイズ　№249

2013年11月20日
　　　　　　　　　　　　　小山　一子　会員
皆様今晩は。
★21期第5回、通算249回目の「にこにこエク
　ササイズ」です。
　秋も深まって参りました。寒暖の差が激し
く身心の不調を覚える人々が増えています。
　今回もそんな身心に、どんな時にも「無邪
気な笑顔で」お礼を言い、身心を暖めたいと
思います。　
１）先ず初めに、足を腰幅に開き深呼吸2回、
　　大きく手首の関節をしっかり捻りながら
　　行い、手首や関節を柔らかくしておきます。
２）次に、両手を組み、目の高さで「あ～」
　　と声を出しながら手首を縦・横に振り柔
　　らかくしておきます。
３）今夜も「終わりにいの付く言葉」でにこにこ
　　笑顔のトレーニングを致します。
　　片方の手の甲で「嬉しい～」・「楽しい～」
　　「ありがたい～」・「美味しい～」・「ラッ　
　　キー」・「ハッピー」・「美しい～」・「元気～」
　　などなど声を出して、頬を交互になで上げ
　　ます。
　　若さと「健　幸」を保つためにも、美しい笑
　　顔は自他の「健　幸」に不可欠です。
　　「事あるのが人生」病や逆境の時こそ「大丈
　　夫・どんま～い・どんま～い！」と唱えて
　　心を強く逞しく堅持できるよう習慣（くせ）
　　づけなさってくださいませ。
４）深呼吸2回、親指を外にし、しっかりクン
　　バハカして終わります。
５）那須会員の卓話「ロコトレ」少し慣れて
　　来られたら、又少し数える回数を少し増
　　やしてお続けください。（筋肉を増やし
　　て健幸増進・若返り）
　次回をお楽しみに！　ありがとうございま
した。

―完―

◆トピックス
・本日、先の柏原50周年のお土産（丹波の美
　味しいお酒とバウムクーヘン）が配布され
　ました。

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

ソフトバンクグループがゲームアプリ
の新興企業、スーパーセル（フィンラ
ンド）を子会社化すると発表しまし
た。スーパーセルは創業以来iPad(ア
ップル社）用のゲームを開発・運営し
てきました。その人気は絶大で、世界
のゲームアプリ企業別売上高ランキン
グで、長期間首位をキープしていま
す。ソフトバンクグループが一段と飛
躍する試金石となりそうです。

◯

・
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