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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

9 月 4 日の台風のすさまじさは、私の予想をはるかに超えてい
ましたが、皆様のところには被害はありませんでしたでしょう
か？関空の痛ましい姿は、自然を甘く見てはいけないという教訓
を投げかけているように思えました。停電への対応のため、例会
欠席せざるをえないという連絡も入っております。被害に会われ
た方にはお見舞い申し上げます。例会後の 9 月 6 日には北海道の
大地震も続き、災害列島日本を思い知らされました。自然を侮っ
てはいけないとつくづく感じます。昔から日本人は自然を神々と
して信奉してきました。改めて自然を守り崇める心を忘れてはい
けないと思います。
さて、池田 RAC が主催する統一アクトの日、9 月 9 日が近づ
いてきました。
全員登録をしておりますが、実際に会場に駆けつけて、彼らの活
躍ぶりを見て、応援してあげたいと思います。みんなで参加しま
しょう。
また、先週末 9 月 1 日には、財団セミナーがあり、暮部財団委
員長と参加してきました。中でも財団奨学生であるパキスタン人
と日本人を両親とするバッティくんの発表は素晴らしく、反政府
勢力やテロといった武装集団との紛争の平和的解決に取り組ん
でいきたいと頑張っている姿に感動しました。そして、私たちの
寄付金が立派な青年の育成に役立てられていることを実感しま
した。また、ポリオ撲滅について、あと少しのところまできてい
るが、完全撲滅には様々な問題が立ちはだかっていること、しか
し、手を緩めると今までの苦労が水の泡と化してしまう危険性が
あることなど、RC のポリオ撲滅の活動がいかに重要であるかを
再認識してきました。ポリオ患者さんとその家族の感動の映画
（ブレス）の紹介もありました。ポリオ撲滅宣言がされる日が 1
日も早く訪れることを祈って挨拶とさせていただきます。

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
「人生 100 年時代
私のこれからの
人生設計」
卓話者：北野

紀之会員

四つのテスト

１ 真実かどうか
２ みんなに公平か
（井上会長）

✤幹事報告✤
柴田
（地区より）
① 2018-19 年度 地区大会
出展者募集のご案内

宜孟

✤出席報告✤
幹事

「友愛の広場」

（井上会長、柴田幹事）
➁ 9 月度ロータリーレートのお知らせ
1＄＝112 円
（会員各位）

出席担当

橋本

昌也会員

○ 会員数
31 名
○ 出席数
21 名
○ 出席率
72.41%
○ 前々々回
86.21％(8 月 1 日)
メークアップ
近藤 秀一 7 月 9 日 船場 RC

➂ クラブ職業奉仕委員長会議次第送付の件
（職業奉仕委員長 田嶋会員）

✤ニコニコ BOX✤
➃

➄

2018‐19 年度卓話銀行のご案内
（井上会長、柴田幹事）
財団補助金申請ハンドブック送付の件
（井上会長、柴田幹事、
ロータリー財団委員長 暮部会員、

社会奉仕委員長 田中会員、
国際奉仕委員長 暮部会員）
➅

ロータリー文庫 2017‐18 年度
決算報告書送付の件
（井上会長、柴田幹事）

⑦

ガバナー月信 9 月号送付のお知らせ
（会員各位）

⑧

「ロータリーの友」誌 2018 年 9 月号
推奨記事のご紹介
（広報担当

永田会員）

（池田市美術展運営委員会より）
⑨ 第 59 回池田市美術展表彰式ご臨席について
（ご依頼）

プログラム担当
ニコニコ 担当

北林
永田

寛崇
大介

会員
会員

(大阪南ロータリークラブ）
小八木規之様
小椋 隆史様
高井 和久様 :地区大会出席よろしくお願い
致します。
井上 裕子会員:永田会員のご友人の小川様、
地区大会実行委員会、小椋様
同じく小八木様、高井様、広報
情報公共イメージ向上委員会、
樋口様、今日はお越し頂きありが
とうございます。よろしくお願い
致します。
岸上 宏司会員:お手伝いの近藤さん、
復帰おめでとう。
山根さん御苦労さまでした。
吉岡
崇会員:本人誕生日、結婚記念日のダブル
受賞です。近藤さん、お久ぶりで
す。
林
功会員:先週、あるところでお祝いをして
いただきました。
暮部 光昭会員:米山功労者彰を頂いて。

３ 好意と友情を深めるか
豊田

青柳
北林

４ みんなのためになるかどうか

修一会員:昨日の台風 21 号で被害に
✤お祝い✤
遭われた方に心よりお見舞い
申し上げます。私の自宅も
会員誕生日:
未だ停電、断水が続いており、 吉岡 崇 S27.9.7
往生していますが、日頃の
青柳 茂 S27.9.15
ぜいたくを反省する機会と
思っています。
茂会員:欠席やむなく、申し訳ござい
ませんでした。
寛崇会員:卓話当番です。よろしくお願い
致します。

✤お客様紹介✤
SAA
小椋 隆史様
（地区大会実行委員会
高井 和久様
（地区大会実行委員会
小八木規之様
（地区大会実行委員会

岸上

宏司

会員

表彰委員会委員長）

結婚記念日:
吉岡 崇
暮部 光昭
名村研二郎

S55.9.14
H10.9.27
H13.9.22

表彰委員会副委員長）
表彰委員会
オブザーバー）

樋口 信治様
（広報・情報・公共イメージ向上委員会
委員長）
小川 健太郎様
（デザイナー 永田会員ご友人）

米山功労賞
暮部 光昭会員

池田ＲＣのテーマ「伝統と革新 目指そう INSPIRED 池田 RC
✤前回の卓話✤

My ROTARY は 2015 年頃から国際ロータリーが開
発に注力している Web システム「Rotary.org」のロー
タリー会員専用の情報ツールです。会員個人の情報か
ら、所属しているロータリークラブの情報、そして国
際ロータリーやロータリー財団の情報が一元管理さ
れていて、ロータリアンと国際ロータリーを繋げるシ
ステムであるとご理解下さい。
当地区では 2015-16 年から 50％のアカウント取得
率を目指して、活動して参りましたが、3 年を経て、9
月 4 日現在、会員数 3,643 名・アカウント取得者 1,828

『My Rotary について』
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）

名、取得率 50.18%と 50％を越えるアカウント取得率
となりました。池田ロータリークラブさんは会員数 31
名・アカウント取得者 11 名、取得率 35.48%と 3 人に
一人が My ROTARY のアカウントを持って頂いてお
ります。本日の卓話を機にアカウント取得者が一人で
も増えれば幸いです。

国際ロータリー第 2660 地区 広報・情報・公共イメ

世界には 35,000 を超えるロータリークラブと 120

ージ向上委員長の樋口信治です。大阪ロータリークラ

万人を超えるロータリアンがいます。日本のようにク

ブから出向致しております。

ラブ毎に事務局を持って、会員情報やクラブ情報を管

長い名称の委員会ですが、従来は「広報委員会」と

理している国は少なく、会長や幹事がそれらの情報を

言って、専らマスコミ対応をする委員会でした。昨年

引き継いでいっているケースが大半です。国際ロータ

から「公共イメージ向上」が付き、今年から「情報」

リーは、My ROTARY を構築して世界中のロータリー

が加わりました。「情報」とは国際ロータリーに関す

クラブの活動を支えていくと共に、情報共有を図って

る情報源である Web システム「My ROTARY」の普

いこうとしています。

及を行う事、そして「公共イメージ向上」は「世界を

2016 年 4 月にシカゴで行われた規定審議会では

変える行動人」をはじめとするロータリーの新たなブ

様々な改革案が承認されました。例会開催数や開催方

ランドイメージを構築し、知らしめていく事でありま

法などはクラブ裁量に任せるといったことが話題に

す。

なりましたが、その際にもう一つ大きな改革が承認さ

本日は My ROTARY に関する卓話を依頼頂き有難

れました。それは向こう 3 年間人頭分担金を毎年２ド

うございます。実際に My ROTARY に接続して、3

ルずつ値上げすることでした。それまでは 0.5 ドルの

大機能である「クラブ・セントラル」
「ショーケース」

値上げであったものを４倍上げる案が承認されたわ

「ブランドリソースセンター」を見て頂いて関心を持

けですが、ジョン・ヒューコ事務総長の説明では値上

って頂けるようにしたいと思います。そして「世界を

げ分の資金は、今後のロータリー活動を支えていく為

変える行動人」を紹介するビデオを見て頂いて、国際

になくてはならない My ROTARY の開発に費やすと

ロータリーが目指しているロータリーのブランドイ

いうものでした。

メージについてご理解を頂けるようにしたいと思い
ます。

池田ＲＣのテーマ「伝統と革新 目指そう INSPIRED 池田 RC
My ROTARY を立ち上げ、「クラブ・セントラル」
「ショーケース」「ブランドリソースセンター」を見
て頂きながら、それぞれの機能について PR をさせて
頂きました。最後に「世界を変える行動人」ビデオを

9 月スケジュール
5

水

3109 回例会

12

水

3110 回例会

19

水

3111 回例会

26

水

休会

見て頂き、国際ロータリーが目指しているロータリー
のブランドイメージとはどういうものかを感じて頂
きました。
本日はお招き頂き有難うございました。1905 年 2
月 23 日にシカゴでロータリーが誕生して 110 年を越
えます。様々な分野の職業人が集まって、知恵を寄せ
合い、生涯に渡る友情を培うことが出来る場を作るの
がポール・ハリスの目指していたロータリーでしたが、
世界に、地域社会に、良い事をするのがロータリーで
あるように変化して来ています。
My ROTARY や「世界を変える行動人」ビデオをご
覧頂いて、皆さん夫々がご感想をお持ちと拝察致しま
す。ロータリー活動の主人公はロータリアンであり、
ロータリアンが所属しているロータリークラブです。
国際ロータリーが目指しているこのような変化を、ク
ラブやご自身の中で、持続可能な良い変化に転換して
頂ければ幸いです。

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

夕焼け小焼け
夕やけこやけで 日が暮れて
山のお寺の 鐘がなる
お手々つないで みなかえろ
からすといっつしょに
かえりましょう
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

池田ＲＣのテーマ「伝統と革新 目指そう INSPIRED 池田 RC

義捐金ＢＯＸ
8月22日時点残高

ニコニコ箱の累計

185,015 円

9月5日分

9 月 5 日現在

265,000 円

604 円

残高

185,619 円

9 月 19 日（水）例会

「TED について」

ポリオプラス基金

卓 話 者 ： 稲田
8月22日時点残高
9月5日分
残高

11,576 円
259 円
11,835 円

健汰

様

（池田ローターアクトクラブ）

入星

隼斗様

（池田ローターアクトクラブ）

