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池田ロータリークラブ週報 

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 

 

   本日の卓話 

 
「任意後見の契約を 
考えてみましょう」 

  
卓話者：勝 猛一様 
担 当：橋本 昌也会員 

  
 

国際ロータリーのテーマ 

BE THE INSPIRATION 

 （インスピレーションになろう） 

2660 地区のテーマ 

   BE THE INSPIRATION 

  （インスピレーションになろう） 

池田ロータリークラブのテーマ 

  伝統と革新 目指そう 

   INSPIRED 池田 RC 
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例会日  毎週水曜日 12:30～13:30 
例会場  池田商工会議所 2F 
創 立  1954 年 4 月 24日 
事務局 〒563-0025 
       大阪府池田市城南 1-1-1 
       池田商工会議所 2F 
       TEL （072）752-3355 
       FAX （072）752-7800 
ホームページ 

http//www12.plala.or,jp/ikeda-rc/ 
 E-mail アドレス 
 ikeda-rc@amber.plala.or.jp 
 

 

 

 
7 月 25 日（水）の納涼例会には、暑い中多数ご参加いただきまして

ありがとうござました。イノウエ出席率は 96%でした。親睦委員の方々
にはたいへんお世話になりました。ありがとうございました。とても楽
しく有意義な時間が過ごせたと思います。ただ、心残りなのが、楽しす
ぎて、そのゆかいな仲間たちの小話をすっかり忘れてしまっていたこと
です。今後はタイミングをみてお話しさせていただきたいと思っていま
す。その後の 2次会には、山根さんも少し顔を出してくださいましたし、
RAC会長の宇野君も飛行場からかけつけてくれて、おおいに盛り上がり
ましたことを報告させていただきます。 
 7 月 23 日（月）には、林副幹事とともに大阪の真ん中で熱中症にな
りかけながら会長幹事会に出席してきました。主に、来年 2月 9日（土）
に大阪城ホールで開催予定の IM ロータリーデーについてのご報告があ
りました。五郎丸選手も来てくれるかもしれないということでし、ラグ
ビークラブに所属する子どもたちも呼ぶそうです。2月 9日を今から予
定しておいてください。また、今週 7 月 30 日（月）には、池田くれは
RCに、幹事とともにご挨拶に行かせていただきました。台湾老松 RCの
方々、インターアクトのアサンプション国際中学校高等学校の先生や生
徒さんたち大勢がおみえになっておられました。 
31 日（火）には、池田市禁煙推進ネットワークの会議があり、田中

社会奉仕委員長もご参加くださいました。いろいろとご意見もいただ
き、ありがとうございました。ここで少し池田市禁煙推進ネットワーク
についてご説明させていただきますと、池田市健康増進課、保健給食課、
教育センター、大阪府池田保健所、池田市の医師会（協力）、歯科医師
会、薬剤師会で構成されています。2005 年に、当時文化会館で行われ
ていた池田市の健康まつりに禁煙ブースを開設したのが活動の始まり
で、様々な活動を続けて 13 年になります。今期、活動のご支援をいた
だくことになり、ありがとうございます。「喫煙者からの反対意見も考
慮する必要がある」というごもっともな意見を理事会でもいただきまし
たので、普通だと起こってしまう「喫煙者と非喫煙者が対立する」と
いう構図を払拭して、「本当の敵はタバコなんだ。」という意識を広
めたいと考えています。通常では考えられないかもしれませんが、“喫
煙者と非喫煙者が仲良く力を合わせて、本当の敵タバコと戦う街、池
田を目指す”というイメージを強く発信していける活動をしていきたい
と思っております。今後、具体的に池田 RC がどういう形で関わるのが
最も良いのか、田中委員長を始め、皆さまと相談しながら進めさせてい
ただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 
 

 

         

会長挨拶 井上 裕子 会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

            柴田 宜孟 幹事 

（地区より） 

① 国際ロータリー第 2660 地区  

2018‐19 年度地区大会登録について 

  （井上会長、柴田幹事） 

➁ 8 月ロータリーレートの連絡 

 1＄＝112 円 

  （会員各位） 

➂ 国際ロータリー第 2660 地区  

2018‐19 年度地区大会リーフレット 

およびポスター送付の件 

  （井上会長、柴田幹事） 

➃ 2018‐19 年度クラブ国際奉仕委員長会議

資料配布の件 

  （井上会長、柴田幹事、 

国際奉仕(長)暮部会員） 

➄ 2018‐19 年度国際ロータリー第 2660 地区 

  秋の RYLA セミナー・実施要項 

  （井上会長、柴田幹事、 

青少年奉仕(長)鶴原会員 

  

（豊中 RC より） 

➅ 例会訪問の御礼 

  （井上会長、柴田幹事） 

 

 （社会福祉法人池田市社会福祉協議会より） 

⑦ 平成 30 年度（第 55 回）社協バザー 

開催に伴うご寄贈のお願い 

  （井上会長、柴田幹事） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出席担当 橋本 昌也会員 

 

○ 会員数  31名 

○ 出席数  24名 

○ 出席率  82.75 

○ 前々々回   93.10％(7月 11日) 

メークアップ  

       暮部 光昭 （7/23池田くれは RC） 

    鶴原 英生   (7/18池田 RAC) 

    

 

 

 

 

プログラム担当   北林 寛崇 会員 

ニコニコ  担当   南 みどり 会員 

 

井上 裕子会長:池田くれは RCの田中会長様、 

高原幹事様、暑い中お越しくださ

いまして、ありがとうございます。 

        納涼例会とても楽しく過ごせま

した。親睦委員会の皆様ありがと

うございました。申し訳ありませ

んが、来週欠席させていただきま

す。皆様には出席をお願い致しま

す。 

田中隆弥 様: 

高原誠一郎様:本年度よろしくお願い申し上げ 

ます。  

中山  賢会員:本人誕生日を頂いて。 

明石  巧会員:写真を頂いて。 

山口 正之会員:本人誕生日、写真を頂いて。 

北野 紀之会員:配偶者誕生日を頂いて。 

        年齢（〇才となりました。 

        ますます元気です。写真を 

        頂いて有難うございます。 

岸上 宏司会員:卓話当番です。 

吉岡  崇会員:写真を頂いて。 

奥村 昌也会員:配偶者誕生日、写真を頂いて。 

田嶋也寸志会員:写真を頂いて。 

永田 大介会員:写真を頂いて。 

 

✤出席報告✤ 

 

✤幹事報告✤ 

 

四つのテスト        １ 真実かどうか     ２ みんなに公平か 

✤ニコニコ BOX✤ 

 



  

 

 

 

 

福林 愼二会員:写真を頂いて。 

加茂   守会員:写真を頂いて。 

名村研二郎会員:配偶者誕生日を頂いて。 

豊田 修一会員:写真を頂いて。いよいよ夏 

       です。今月も頑張りましょう。 

北林 寛崇会員:配偶者誕生日、写真を頂いて。 

 

 

 

 

          SAA 岸上 宏司 会員 

 

  田中 隆弥様 

  （池田くれはロータリークラブ会長） 

  高原 誠一郎様 

  （池田くれはロータリークラブ幹事） 

  田嶋 野乃花様 

  （池田ローターアクトクラブ幹事） 

 

 

 

 

 

 

本人誕生日： 

 中山 賢   T15.8.5 

  山口 正之  S26.8.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配偶者誕生日： 

 北野 良子  8.24 

  奥村 由美子 8.21 

 名村 綾   8.6 

  北林 麻衣子 8.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

『池田市に 

本町という町がありました』 

 
今日現在、池田市本町という住所はありません。1970年

（S45）住居表示変更があり、当時の「綾羽 1丁目の一 

部」と「栄町 2 丁目」と「大和町の一部」を切り離して

「本町」とくっつけ「栄本町」としたのです。なんと郵

便配達の利便を忖度して法律を作り、全国で歴史ある地

名を変えてしまったという暴挙でした。 

  大昔からあった町名が無くなる事に反対した人は多く、

本町々会有志が行政訴訟をおこして市と争いましたがそ 

３ 好意と友情を深めるか     ４ みんなのためになるかどうか 

✤前回の卓話✤ 
 

✤お客様紹介✤ 

 

✤8 月のお祝い✤ 

 



  

 

 

 

の後最高裁で敗訴が確定しました。私の本籍「本町 3138

番地」は「栄本町 3138番地」に変わっていました。住居

表示は「栄本町 10 番 15 号」生まれ育ちは本町モーター

プールの場所です。 

  全国でも同じような話があり、最近は旧町名に戻す様

なこともあるようです。 

そもそも池田は？ 

  江戸時代、現在の市域の半分以上が蛍ヶ池に陣屋を構

えていた譜代一万石の青木家「麻田藩」の領地で、その

他は村単位で幕府直轄の天領や仙洞領など公家の荘園に

なっていました。 

  維新後の明治 2 年に麻田県となり、同 4 年廃藩置県に

より池田村をはじめ各村は大阪府の一部となり、合併に

より池田町、昭和 14年に池田市となり現在に至ります。 

  明治 43年に箕面有馬鉄道が開通して池田駅ができ、昭

和 10年に子どもの頃「産業道路」と呼んでいた現在 

の国道 176 号線が新しくできて池田は大きく変わりまし

た。 

  私たちの地域で言いますと、次の大きな変化は終戦直

前の「建物疎開」による広い道路ができたことと、公共

交通期間として阪急電車が大きく発展しモータリゼーシ

ョンが到来したことでしょう。 

  本町中心だった賑わいも右往左往して、結局は取り残

されたのかもしれません。 

  ！ そして平成 7 年 1 月 17日阪神淡路大震災が発生、

ほんまち通り付近は大きな被害を受けました。これがき

っかけとなり 12 年をかけた後の平成 19 年に現在のほん

まち通りが整備されました。この間大変な困難がありま

したが、この度の地震や昨今の異常気象を見ていますと、

今でもあのアーケードが残っていたらどうなっていたか

と思い、胸をなでおろします。 

  少し戻して昔話をしましょう。 

  文献によると元禄以前から我が家のすぐ近くに「えび

す神社」があったそうです。札場があった「井戸の辻」

を中心に大変な賑いだったそうですが、明治 33年に焼失

してしまいました。町は再建を諦めて呉服神社の末社と

して移祀しました。あったのは現在の「本町診療所」の

場所です。 

   

 

余談ですが呉服神社の末社には「天神社」もあり、これ

は菅原町にあった天神ﾉ森から移されたそうです。 

天神さん＝菅原町 

  本町えびす社の跡地は町の有力者 11 名の共有地とし

て登記し、本町々会が管理してきました。（登記制度の

始まりは明治 20年）ところが平成になり地上権者から立

替同意の要求があり、所有権者すべての同意を得る必要

に迫られました。調べてみますとその人数なんと 27名！

相続登記など大変な苦労をして平成 5 年に「認可地縁団

体 池田市本町々会」の認可設立、当該土地を町会所有で

登記することができました。 

  最後に 1970 年にできた栄本町ですが地域に二つの町

内会があり、「本町々会」と「栄本町町内会」はそれぞ 

れ独立して運営しています。世代の交代が進み現在では

こども会や地域防災会など共同で活動する分野も増えて

います。 

  時代の移り変わりに翻弄されてきた感もありますが、

高齢化の最先進地域として３～４世代の力を合わせて地

域仲良く暮らしてゆきたいと思います。 

 

 

 

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） 

 
 

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 
 

      われは海の子 
 
    我は海の子白浪の 
   さわぐいそべの松原に 
   煙たなびくとまやこそ 
   我がなつかしき住家なれ 
  

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 

池田ＲＣのテーマ「伝統と革新 目指そう INSPIRED 池田 RC 

 



  

 

 
 
 
 
 
  
 

義捐金ＢＯＸ

7月25日時点残高 181,140 円

8月1日分 1,171 円

残高 182,311 円

 

 ポリオプラス基金

7月25日時点残高 8,761 円

8月1日分 861 円

残高 9,622 円

 
 

ニコニコ箱の累計 

8 月 1 日現在 196,000 円 

 

 
8 月 22 日（水）例会 
 

    
「クラブフォーラム①」 

担当：豊田 修一副会長 

 

池田ＲＣのテーマ「伝統と革新 目指そう INSPIRED 池田 RC 

 


