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2018～2019 年度ＲＩ会長バリー ラシン
RI 第 2660 地区ガバナー山本 博史
■会長 井上 裕子 ■副会長 明石 巧
■副会長 豊田 修一 ■幹事 柴田 宜孟 ■副幹事 林 功
■親睦委員長 南 みどり
■広報･会報担当 永田 大介

会長挨拶

井上

裕子

会長

まず初めに、とてもうれしい非公式イノウエ出席率に関するニュースをお伝えします。初例会は、
お葬式の入った林会員だけがお休みでしたが、その林会員が夜に行われた RAC 例会に参加くださ
いましたので、修正出席率 100％を達成できたことになりました。イノウエ出席率 88％以上、修
正出席率 100％を今後もキープしていきたいと思っておりますが、第 1 回めだけでも目標達成でき
たこと、私は本当にうれしく思っております。皆さま、ありがとうございました。休まざるを得
ないときに休むのは、職業を通して奉仕するロータリアンとして、しかたがないことだと思うの
ですが、メーキャップを頑張るというところに、今年度はこだわりたいと思っておりますので、
よろしくお願いいたします。欠席する例会の前後 2 週間以内に、対象となる例会や行事にご参加
ください。
メーキャップ先として是非ともお勧めしたいのが池田 RAC です。宇野くんを会長、田嶋さんを幹

プログラム
開会・点鐘
ロータリーソング
シェイクハンド
ゲスト＆ビジター紹介
出席報告
会長挨拶
幹事報告
委員会報告
ニコニコＢＯＸ
本日の卓話

事とする総勢 19 名の会です。地区表彰での昨年度の順位は、ブービーだったそうですが、今年度
は、一けた、あわよくば 3 位以内入賞を狙っているそうですので、応援よろしくお願いします。
ロータリアンの出席により、一人 0.5 ポイント加算されます。私自身、柴田会長の時に青少年奉
仕委委員長を担当させていただくまでは、あまり RAC の例会に参加したこともなく、メンバーと
触れ合ったこともなく、とても残念に思っております。ロータリアンは RAC メンバーを指導する

本日の例会

義務がある。となっておりますが、実は、行く度に、こちらが教えてもらうこと、気づかされる
ことが本当に多く、何よりも若いエネルギーをもらえます。職場の若いスタッフとまた違う良さ

「納涼夜間例会」

があると思います。是非、メーキャップの場として、ご参加いただくようお勧めします。毎月 2
回、水曜日夜 8：00 から、通常は池田駅前南会館で、開かれております。
その他、池田 RC の愉快な仲間たちの 1 週間の活動を紹介させていただきます。7 月 5 日は大雨が
心配された中、親睦委員の皆さまと柴田幹事が下見に行ってくださいました。奈良の文化と美味
しいお食事と楽しそうな人力車！（まだ一度も乗ったことがないので、楽しみです）10 月 14 日（日）
ですので、ご家族にも今からお声掛けいただき、是非大勢でご出席くださいますようお願いいた
します。

場所：「箕面山荘 風の杜」
時間：18：30～例会開会
18：45～懇親会開会

四つのテスト

１ 真実かどうか

✤幹事報告✤
柴田

２ みんなに公平か
✤お客様紹介✤

宜孟

SAA

幹事

（地区より）
① 2018 年度上期普通寄付金のお願い
（井上会長、柴田幹事）

岸上

宏司

田嶋 野乃花 様
（池田ローターアクトクラブ

②「平成 30 年度 7 月豪雨」義捐金
について
（井上会長、柴田幹事）
③ 2018‐19 年度クラブ社会奉仕委員長
会議開催のご案内

会員

幹事）

（社会奉仕（長）田中孝史会員）
④ 「平成 30 年 大阪府北部地震」
について
（井上会長、柴田幹事）
⑤

池田くれは RC 創立 35 周年記念事業
「スマイルキャンプ」
定員締め切りのお知らせ
（井上会長、青少年奉仕（長）鶴原会員）

✤ニコニコ BOX✤
（池田市民カーニバル

いけだ・いらっしゃい
祭振興会より）
⑥ 平成 30 年度「第 46 回池田市民
カーニバル いけだ・いらっしゃい祭」
への協賛について（お願い）
（井上会長）

プログラム担当
ニコニコ 担当
井上

林

✤出席報告✤
出席担当

橋本

昌也会員

○ 会員数
31 名
○ 出席数
25 名
○ 出席率
86.2％
○ 前々々回
83.87％(6 月 27 日)
メークアップ
橘高又八郎（6/20 事業所見学）
北林 寛崇（7/4 池田 RAC 例会）
近藤 秀一（6/25 大阪船場 RC）

北林
永田

寛崇
大介

会員
会員

裕子会長:第 2 回例会も楽しく有意義な例会
になりますよう、よろしくお願い
致します。
功 会員:ロータリーバッジ忘れました。
今回早退、前回欠席のお詫び。

３ 好意と友情を深めるか
✤前回の卓話✤

第1回

クラブアッセンブリー
各委員会活動方針

４ みんなのためになるかどうか
さらに、２６６０地区のＩＭ１組が７ＲＣか
ら１５ＲＣに拡大されたように、ＲＩの組織や
方針も大きく変動し始めており、新しい動きが
ありましたらできるだけ会員の皆様に情報を
流していただけるようお願いいたします。

クラブ管理運営委員会
豊田 修一委員長
クラブ管理運営委員会の担当は大きく分けて
「親睦委員会」と「ロータリー情報委員会」と
になります。特に親睦委員会は、クラブの活動
の肝とも言うべきもので、例会が楽しく、有意
義で、会員の融和が図れるような雰囲気にして
いただきたいと考えています。そのことが出席
率を高め、会員を増強する一番の決め手になる
のではないでしょうか。
また、本年度は池田ロータリークラブの創立

親睦委員会
南 みどり委員長
今年度、親睦委員会の目標は井上会長を中心に
例会・懇親会の出席率を上げ、会員の交流を深
め団結力を高めて行く事です。
先ずは、例会の座席にも工夫をします。
毎回、抽選により座席を決め、なるべく多くの
会員の方と語らいの時間を持っていただきた

いと思います。
６５周年にも当ります。ベトナム保育施設の給
特に、今年度は池田ロータリークラブ創立６５
食設備の整備が主な事業となるようですが、４
周年記念の年となり、親睦委員会はさらに友和
月２４日には６５周年記念例会も計画されて
と団結力を高め、田嶋周年実行委員長をバック
います。記憶に残る記念例会としたいものです。
アップし、盛り上げて周年行事を成功に導きま
例年通りクラブフォーラムも年４回開かれま
す。
すが（その内１回はインフォーマルミーティン
行事としては、７月の夜間移動例会を皮切りに、
グを兼ねる予定）、創立６５周年記念事業の相
１０月の秋の家族親睦会・１２月のクリスマス
談が中心となるでしょう。
例会・４月６５周年例会・６月春の家族親睦会
ロータリー情報委員会は一昨年大きく改定
とロータリアンはもちろんの事、ご家族、池田
された定款と細則を如何に会員の皆様に浸透
ローターアクトも巻き込んで、楽しみと感動を
させていくかに尽力していただければと思い
共有し、ロータリアンファミリーの輪を拡げて
ます。
行きます。
その友好の輪は地域貢献の源となります。
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長方針に沿う心地好い例会場となるように運
営する。

ロータリー情報委員会
山口 正之委員長
・ 新入会員入会時のオリエンテーションにお
いて、ロータリークラブの特典と責務を説
明し、理解してもらい、早くクラブに溶け

クラブ研修リーダー
橘高又八郎

込むことができるよう努める。
・ RI２０１６年度の規定審議会の決定を受け
て、池田ロータリークラブの定款・細則が
見直されたが、運営上の不具合が生じてい

他のクラブでは副会長の兼務又は少なくと
も理事会へ出席義務がありますが池田 RC では
定款細則にさえ名前が消えています。次回の改
正時に忘れずに挿入していただきたい。

ないかを検討する。
・ その他、RI の情報を会員に伝達する。

そもそも、2006 年 11 月理事会より研修リー
ダー制度が創立し、2010 年 6 月 2660 地区理事
会で審議会決議 10-01 クラブ研修リーダーシッ
プ委員会の設置を推奨する。なるものが決定さ
れ、それに伴って池田 RC 内にクラブ研修リー
ダー制度ができた。
必要な技能、知識及び意欲を持つロータリー
クラブ指導者を育成し、会員基盤を維持するこ
とにその意義があります。別の表現をすれば

岸上

宏司 SAA

例会をはじめとするクラブ会合の会場監督と
して、ロータリーにふさわしい気品と風紀を保
つことを第一とし、親睦委員会の協力を得て会

素晴らしいロータリー会員を育てることであ
り、さらに一人一人の成長をサポートすること
です。そして会員としてのレベルアップにつな
がればと思います。全ての会員の成長はクラブ
を支える活力になり、明日のクラブを創る力の
源となる。
池田 RC において研修リーダーの役割は、新入
会員のアドバイザー役としてロータリーに関
する情報、知識を伝え、いろいろな相談に乗り
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クラブに早く溶け込めるようにすることが第
一と考えます。

ロータリー財団 担当
暮部 光昭
ロータリー財団は 100 周年を超え 102 年を迎
えるまでになり、人道的プロジェクト、奨学金
の提供、職業研修や文化交流、ポリオ撲滅の取
り組みなど、1 世紀にわたり、
「世界でよいこと」
を続けてきた財団であります。
記念行事で地元の人たちと一緒にボランテ

奉仕活動委員会
吉岡 崇委員長
本年は 65 周年の事業を 1 年通じて関連させ奉
仕活動を考えていく。
4 大奉仕委員会の各委員長と相談の上、計画的
に奉仕活動を実行していきたいと思います。
職業奉仕（田嶋委員長）
本年は例年と異なる奉仕活動を考えていると
のこと
社会奉仕（田中委員長）
従来の社会奉仕を基本とし、継続するべきもの
とそうでないものを判断していく
国際奉仕（暮部委員長）
ベトナムでの 65 周年事業を取り掛かりから最
後までを映像と書類で記録しながらまた、内容
についても考えて実行する。
青少年奉仕（鶴原委員長）
池田 RAC を充実して頂くとともに、池田 RC の
65 周年事業で協力を要請していく。

ィア活動を「貢献する」、ポリオ撲滅、ロータ
リー平和センター、グローバル補助金活動のた
めの募金イベント「募金する」等々あります。
中でもポリオ撲滅につきましてはいまだに撲
滅まで至っておりません。 パキスタン・ナイ
ジェリアは現在は０、アフガニスタンは野生型
ポリオウイルス常在国となっております。
残る 0.1％との闘いが最も難しいとされてい
ます。 撲滅活動を進めていくためにも、募金
活動を今後行っていきたいと考えております。
事務局に募金箱を設置して会員のお力を期
待し、さらなるポリオ撲滅に向かって邁進して
いきたいと思います。
201８－1９年度日本の寄付目標
■年次基金：１人当たり 150 ドル
■ポリオプラス基金：１人当たり 50 ドル

池田ＲＣのテーマ「伝統と革新 目指そう INSPIRED 池田 RC

職業奉仕委員会
田嶋 也寸志委員長

社会奉仕委員会
田中 孝史委員長
ロータリーの最初の社会奉仕プロジェクト

例年、当クラブの職業奉仕は、会員・会員以外
を問わず、ロータリアンが職場訪問することが
普通でした。しかしながら、私はロータリー入

は 、 1 9 0 7 年 に ポ ー ル ・ ハ リ ス が
イリノイ州シカゴの市役所に公衆便所を設置

会時から、ロータリアンが職場訪問することが、
一体、誰が、何のために、誰に対する奉仕なの
か、全く理解でききませんでした。
そんな私ですから、今まで 4 大奉仕の中で職業

するキャンペーンを始めた時です。
ロータリーにおける社会奉仕とは、「ロータリ
アンのすべてがその個人的生活、事業生活およ
び社会生活に奉仕の理想を適応することを奨
励 、 育 成 す る こ と で あ る 。 」

奉仕委員長だけを経験することなしにきまし
たが、今年、ついに職業奉仕委員長を拝命する
ことになりました。
以降は、定款やロータリーの友、ＨＰなどい
ろいろ勉強しましたが、社会奉仕、国際奉仕、
青少年奉仕は他人のためにおこなうもので、自
分のためにおこなうことが職業奉仕と未だに
釈然としていません。他クラブの職業奉仕活動
の例を見ても、大半が職場訪問、少数意見とし
て出前授業という状況です。
具体的にどうするかは、模索中ですが、10 月
の職業奉仕月間に、池田ロータリーの例会に企
業の経営者の方にきていただき、企業の理
念について語っていただくという、職場訪問以
外の形にしたいと考えています。

とし、奉仕の実践はロータリアン個人で行うこ
とが原則ですが、個人個人が確固たる自主性の
目標を持ちながら、一緒に活動することがロー
タリーの団体奉仕活動の特徴であります。この
ロータリーの基本的概念のもと従来から取り
組んできた下記事業を継続して発展させてい
きます。
１、薬物乱用防止活動への参加
２、池田市民カーニバルへの協力
３、池田市美術展への協力
４、赤い羽根募金への協力
５、緑の羽根募金への協力
６、池田市禁煙推進ネットワーク支援
７、救護施設｢三恵園｣よりカレンダー購入
８、ローターアクトクラブ事業への協力、助言
９、その他地域で実施されている社会奉仕活動
への積極的な参加
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青少年奉仕委員会
鶴原 英生委員長

今年度も地域のニーズに合わせた活動に取
り組んでいきたいと考えておりますので、どう
ぞご協力の程お願いいたします。
地域社会でクラブを強化し、「ロータリーに
輝きを」もたらせば、ロータリーの奉仕で世界
に輝きをもたらすことが出来るでしょう
～国際ロータ
リー会長・ゲイリーC.K.ホァンより～

青少年の健全な育成を目標に、次世代を担うリ
ーダーとなってもらうよう青少年育成プログ
ラムに取り組んで参ります。
１、

青少年交換留学生
派遣学生送出しのフォローと共に、来日学
生が安心して学べる環境を提供して日本
文化の良き理解者になってもらえるよう
務めます。
（今年度の予定はありません）

２、

ローターアクト支援
ローターアクトクラブの奉仕活動を積極

国際奉仕委員会
暮部 光昭委員長

的に支援すると共に、当クラブとの交流を
密にしてロータリー活動の良き理解者、次
世代のロータリアンを目指せるよう取り
組んで参ります。

２０１８－２０１９年度国際奉仕委員会の活
動として、本年度は井上会長がかねてより考案
されていた、ベトナムへの人道的国際支援を行
いたいと思います。
現在地区補助金プロジェクトとして、6 月 1 日
にロータリー財団に申請するとの報告が第２
６６０地区ガバナー事務所よりありました。
プロジェクト名はベトナム ラン・チャン 保
育施設の給食環境の整備です。
申請額はＵＳ＄２，８８６です。
申請が通れば 7 月後半～8 月上旬に地区補助金
が送金される予定です。

65 周年実行委員会
田嶋 也寸志委員長
65 周年記念例会は、南会員を中心に、65 周年
記念日にあたる、来年（2019 年）4 月 24 日（水）
におこないます。式典という形をとりませんの
で地区や他クラブなど外部からお客様を招か
ず、記念例会という形で身内にて楽しく 65 周
年を祝いたいと思います。会場は未定ですが移
動例会とし、楽しくお酒を飲めるように夕方以
降の開催の予定です。
記念事業については、名村会員、北林会員、
橋本会員を中心にベトナムの保育園での給食
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設備の整備事業をおこないます。この事業は、
元々国際奉仕事業として暮部会員、近藤会員が
企画していたものに、65 周年実行委員会として
乗っからせていただいたものですので、国際奉
仕委員と協力しながら進めていきます。65 周年
の記念事業として国際奉仕事業を行うにあた
って、特に次の 3 点に留意していきます。
① 現地の要望を把握し、会員全員で共有する。
そのため、9 月下旬に現地下見をおこないま
す。ベトナムの保育園の現状を視察したメ
ンバーの報告会を基に、我々で何ができる
かを全員で話し合いたいと思います。
② 元米山奨学生ビン君のパイプを強めていく。
既に 6 月に来日していたビン君と実行委員
会で具体的な打ち合わせ済み。今年中に、
再来日してもらって、米山奨学生を経験し
て、ベトナムの保育園の給食事情について
卓話をしてもらう予定
③ 内外に積極的にＰＲする。池田市制 80 周年
事業とタイアップを計画しています。下見
から着工、完成、贈呈式までの流れを写真
や動画で記録に残し、クラブのＰＲや新入
会員募集ツールとする全体スケジュールは、
9 月下見、11 月着工、1 月完成、３～4 月贈
呈式で予定しています。 今回は、記念誌
のようなものを発行せず、豊田会員を中心
にデータ CD を作成します。5 年毎に記録を
整理するという目的もありますが、具体的
にはこれから決めていきます。

8 月スケジュール
1

水

3106 回例会

8

水

3107 回例会

15

水

休会（お盆休み）

22

水

3108 回例会
クラブフォーラム①

29

水

休会（第 5 週）

ポリオプラス基金
7月4日時点残高

2,864 円

7月11日分

5,285 円

残高

8,149 円

義捐金ＢＯＸ
7月４日時点残高

179,285 円

7月11日分

1,280 円

残高

180,565 円

ニコニコ箱の累計
7 月 11 日現在

108,000 円

8 月 1 日（水）例会
「池田市に
本町という町がありました」
卓話者：岸上

宏司

会員

