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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

ikeda-rc@amber.plala.or.jp

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

プログラム

ほんのわずかに秋の訪れを感じる今日この頃です。

開会・点鐘

さて、8 月第 2 週例会はお休みをいただき、申し訳ございませんでした。私の他にも何名かの方

ロータリーソング

がお休みされたようで、目標の 88％を切ってしまいましたが、また、気持ちも改めてがんばって

シェイクハンド

行きたいと思っておりますので、宜しくお願いいたします。実は、母の米寿のお祝いと銘打って、

ゲスト＆ビジター紹介

弟夫婦といっしょに Fiji の離島に行ってきました。35 年前と同じ場所に行ったのですが、リゾー

出席報告

トの設備は充実し快適になっていたものの、息を飲むほど美しかった島の周りのサンゴ礁はほと

会長挨拶

んど消え失せていました。地球温暖化、環境破壊、経済優先の人間のエゴが美しい地球を崩壊し

幹事報告

ていくという現実を目の当たりにしたような気がしました。それでも、南太平洋の島は美しく、

委員会報告

ゆっくりとした時間が流れ、親孝行ができました。

ニコニコＢＯＸ

さて、去る 8 月 2 日には戦略計画委員会が開催されました。明石委員長を初めとして 9 人が集

本日の卓話

まり熱く語り合いました。中長期的に、池田ロータリーにしかできないことをやろうと具体案も
出ました。近々報告があるかと思いますが、みんなで力を合わせてがんばって行きましょう。
また、皆様はもうすでにお読みになったかと思いますが、ロータリーの友 8 月号に、アメリカ・
ミネソタ州のガンプさんが唱える会員増強と会員維持のための 10 カ条というものが掲載されてい

本日の卓話

ました。まだの方はお読みになってみてください。その中でも、３項目目に挙げられていた“ク
ラブの強みを会員一人一人がしっかり認識する”という点に私は共感しました。「池田 RC って
何？どんなもの？」ということを明確に端的に説明できることが大切だと思います。私自身も相
手にイメージしていただき易いよう伝えられるかというと自信がありません。本日のクラブフォ
ーラムでの意見を生かして、池田 RC の良さを容易にイメージしていただけるようなキャッチコ
ピーやブランドブック的なものを作れば、会員のみなさん自身も、池田 RC の良さを再認識でき
る良い機会になるのはないでしょうか？実現させるのは難しいのですが、少しずつでも進めるこ
とができればいいなと思っています。

「My Rotary について」
卓話者：樋口

信治様

広報・情報・公共イメージ
向上委員会 委員長
（大阪ロータリークラブ）

担

当：北林

寛崇会員

四つのテスト

１ 真実かどうか

✤幹事報告✤
柴田

宜孟

✤出席報告✤
幹事

（地区より）
① 広報・情報・公共イメージ向上セミナー
及び国際ロータリー2018 年決議審議会
決議案説明会開催のご案内
（井上会長、近藤会長エレクト、
広報委員(長)永田会員）
➁

２ みんなに公平か

出席担当

橋本

昌也会員

○ 会員数
31 名
○ 出席数
25 名
○ 出席率
86.21%
○ 前々々回
82.76％(8 月 1 日)

青少年交換プログラム
2019‐20 年度 派遣学生募集要項の
ご案内
（井上会長、柴田幹事、
青少年奉仕委員会(長)鶴原会員、

✤ニコニコ BOX✤
プログラム担当
ニコニコ 担当

RAC 担当北林会員）
➂

ハイライト米山創刊のお知らせ
（会員各位）

➃

東大阪みどりロータリークラブ
創立 20 周年記念教育講演会のご案内
（井上会長、柴田幹事）

➄

クラブ米山奨学委員長・カウンセラー
研修会における発表のお願い
（井上会長、米山奨学会担当永田会員）

➅

9 月ローターアクト西ゾーン連絡協議会
（親子会）開催のご案内
（青少年奉仕委員会(長)鶴原会員、
RAC 担当北林会員）

井上

北林
永田

寛崇
大介

会員
会員

北野

裕子会員: 8 月第 2 週はお休みさせていただ
き申し訳ありませんでした。
豊田副会長、ありがとうございま
した。今日からはまた気合を
入れ直して頑張りますので、
よろしくお願い致します。
紀之会員:遅刻の罰金です。
申し訳ありません。
功会員:早退のお詫び。
守会員:8 月 7 日欠席のお詫び。
修一会員:今日はクラブフォーラムです。
皆さんよろしくお願いします。

林
加茂
豊田

✤お客様紹介✤
SAA

岸上

宏司

宇野 公章 様
（池田ローターアクトクラブ会長）

会員

３ 好意と友情を深めるか
✤前回の卓話✤

『クラブアッセンブリー①』
～池田ロータリの魅力～
担当：豊田

修一

副会長

【グループ①】

４ みんなのためになるかどうか
・Mr.池田という池田（地域）に強い縁と
関連を持ったメンバーが数多くいる。
・例会での資質の向上がはかれる。
・例会が和気あいあいで、楽しい。
・異業種の会員と楽しく会を過ごすことの
できるクラブ。
・池田で、仕事では知り合えない人と出会える。
・古くからのロータリークラブの香りが残る
クラブ。
・大阪府下で 4 番目に出来た 60 年を超える
伝統がある。

【グループ➂】

・会員の人間力が素晴らしい。
・歴史と伝統があるクラブである！
・女性会員を含め、また年長者・若者の
メンバー全員のチームワークは抜群である。
・異業種交流。
・ベテランのメンバーも若手メンバーも
こだわりがなくお付き合いができる。
・池田で頼りになる人が多い。
・ロータリークラブを愛する人が多い。
・人格・魅力を磨く場所。
・大手企業出身のメンバーがいる。

【グループ➁】

・普通ならお話しできない様な方とお話しが
できる。
・多種業の人々の集まりで、各々の分野の話を
聞ける。
・老若男女が仲良し。
・気さくな人が多いこと。
・仲がよく、一緒に行動するのが楽しい。
・池田の歴史を知ることができる。
・歴史がある。
・ロータリアンとして立派な人の集団である。

池田ＲＣのテーマ「伝統と革新 目指そう INSPIRED 池田 RC

9 月スケジュール
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休会

ポリオプラス基金
8月8日時点残高

10,595 円

8月22日分

981 円

残高

11,576 円

義捐金ＢＯＸ
8月8日時点残高

183,733 円

8月22日分
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

1,282 円

残高

185,015 円

奉仕の理想
奉仕の理想に集いし友よ
御国に捧げん我等の業
望むは世界の久遠の平和
めぐる歯車いて輝きて
永久に栄えよ
我等のロータリー
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

ニコニコ箱の累計
8 月 22 日現在

213,000 円

9 月 12 日（水）例会
「人生 100 年時代
私のこれからの人生設計」
コメント：夢と希望を持って、何かに
チャレンジすること。
パンドラの箱です。
卓 話 者 ： 北野

紀之会員

