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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
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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

プログラム

9 月 8 日（日）に開催された全国統一アクトの日のご報告をさせていた

開会・点鐘

だきます。ロータリーからは、北林 RAC 担当ほか、岸上会員、南会員が

ロータリーソング

出席してくださいました。統一アクトの日というのは、アクトのク＝９、

シェイクハンド

ト＝１０として、9 月 10 日に最も近い日曜日に、全国の RAC が合同例会

ゲスト＆ビジター紹介

を同時開催しようというイベントだそうです。今年は 9 月 8 日（日）に、

出席報告

日本全国各地で、RAC の合同例会が開催されていたわけです。

会長挨拶

当日は淀川区民センターに老若男女約 170 名が集まりました。2 日前に

幹事報告

は、山本ガバナーも急遽ご参加くださるとの連絡が入り、ご挨拶もいただ

委員会報告

きました。テーマは「RAC 万博」で、世界の遊びを体験したり、クイズを

ニコニコＢＯＸ

解いたりしながら交流し、友達を作ろうという企画で、とても楽しい時間

本日の卓話

を過ごせました。
ご存知のように、池田 RAC は現在休会者も含め、19 名となっており、
とても勢いがあるように感じます。山本ガバナーに「私は RAC が大好き
なので、」とお伝えしたところ、バリー・ラシン RI 会長も、ロータアク

本日の卓話

トの活動に熱心で、現在全世界のローターアクトクラブ数は約 1 万、ロー
タアクター数は約 25 万人ですが、提唱クラブを増やしたいと考えておら

「TED について」

れるとのことでした。我々池田 RC が財政困難な状況下でも、池田 RAC
を提唱し続けていることを誇りに思えました。
仕事とは関係なく、若者と私たち熟年者が交流することは、彼らにとっ
てもとても貴重な経験になるでしょうし、私たちにとっても今の若者を知
ることができ、そして若いエネルギーをもらえる大切な場所となります。
日頃あまり RAC の活動に参加されていない皆様も、是非、ご参加いた
だけましたら幸いです。

卓話者：稲田
入星

健汰様
隼人様

（池田ローターアクトクラブ）

担

当：吉岡

崇

会員

四つのテスト

１ 真実かどうか

✤幹事報告✤
柴田

宜孟

２ みんなに公平か
✤出席報告✤

幹事

（地区より）
① 台風 21 号被害と 9 月度開催予定地区行事
について
（井上会長、柴田幹事）
➁ 2018‐19 年度 IM1 組第 1 回ゴルフ会開催の
ご案内
（会員各位）
➂ IM 第 1 組フレッシュロータリアン
研修交流会事前打合せのご案内
（フレッシュロータリアン対象者各位）
➃ 第 2660 地区 IM 第 1 組ロータリーデー
ご参加のお願い

出席担当

アンケート（依頼）
（井上会長、柴田幹事）
⑧ 「平成 30 年北海道胆振東部地震」について
（井上会長、柴田幹事）
（箕面ロータリークラブより）
⑨ 創立 50 周年記念誌へのご寄稿のお願い
（井上会長）

昌也会員

○ 会員数
31 名
○ 出席数
23 名
○ 出席率
79.31%
○ 前々々回
82.76％(8 月 8 日)
メークアップ
井上 裕子 7 月 23 日 会長・幹事会
近藤 秀一 7 月 30 日 船場 RC
暮部 光昭 7 月 28 日 奉仕委員長会議
田中 孝史 8 月 1 日
理事会

（井上会長、柴田幹事）
➄ ロータリークラブセントラル活用ガイド
送付
（井上会長、柴田幹事）
➅ 国際ロータリー第 2660 地区
2018-19 年度クラブ社会奉仕委員長会議
次第送付
（社会奉仕委員会(長)田中会員）
⑦ ロータリークラブの変革に関する

橋本

✤ニコニコ BOX✤
プログラム担当
ニコニコ 担当
井上

北林
永田

寛崇
大介

会員
会員

裕子会員:みんなでいけだ落語街道の RAC の
出店に行きましょう。メーキャッ
プにもなります。
中山
賢会員:長寿祝を頂いて。
徳永 昭夫会員:長寿祝を頂いて。
北野 紀之会員:今日は卓話当番です。前回欠席の
お詫び。
奥村 昌也会員:前回欠席のお詫び。
林
功会員:大阪地裁から、とある役職につい
て永年勤続表彰を受けることに
なりました。
早退のお詫び。
田嶋也寸志会員:楽しみにしていた子どもニャー
ン下見ツアー。残念ながら延期と
なりました。
加茂
守会員:敬老の日の御祝を頂いて。
9 月 5 日の欠席お詫び。

３ 好意と友情を深めるか
✤敬老の日お祝い✤
清瀧
加茂

一也会員
守会員

中山
徳永

賢会員
昭夫会員

４ みんなのためになるかどうか
ギリシャ神話に「パンドラの箱」というのがあります。
ギリシャの神ゼウスは全ての悪と災いを封じこめて人間
界に行くパンドラに持たせた箱です。パンドラは好奇心
からその箱を開けたため、争い、不安、犯罪、欠乏、病
気等全ての災いが解き放たれたのです。あわてて蓋を閉
めたのですが、すでに災いは出てしまっていました。以
後、人類は不幸に見舞われるようになりました。パンド
ラはすぐに蓋を閉めたのですが箱の中に一つだけ残って
いました。それが「希望」なのです。
2016 年 9 月、政府は「人生 100 年時代構想会議」を
立ち上げました。人生 100 年を見据えた経済・社会シス
テムを実現するためのグランドデザインの作成です。そ
れ以来、物事の基準が 100 年になって来ました。「人生
１００年時代」です。世の中変わったのです。

ところで、｢１００歳まで生きるとしたら何をします
か？｣ 私は、あらためて人生設計を立てて見ようと思い
ました。諦めては全てがダメになります。
夢と「希望」を持てば何でもできます。とにかくやっ

✤前回の卓話✤

て見ることです。きっと何かが生まれ、発見出来ます。
不可能を可能にするのは「希望」です。
私は、今年７８歳になります。１００歳まで２２年の
時間を頂いた感じで、本当に有難い気持ちです。これか
らどう生きようかと思ったのです。
２２年という時間は何でも出来ると思ったのです。今
までやりたかったことで、出来なかったことを今から挑
戦するのです。今はトップの仕事も引継ぎ、会社の一線
から離れていますので時間的に何かできるはずです。夢
と「希望」を持つのです。パンドラの「箱」です。
とにかくチャレンジすることが大切です。どこかで、変
わらなければならないのです。

「私の生き様
人生 100 年時代」
北野 紀之 会員

① そのためには先ず「健康」であることです。
何をするにしても元気が一番です。

② 「学ぶこと」の楽しさ。
学ぶことの楽しさは新しいことを知る喜びです

池田ＲＣのテーマ「伝統と革新 目指そう INSPIRED 池田 RC
その気になれば研修会、勉強会・講習会等いくらでも
あります。

これは売却した代金とセットで提案することです。
次に相続対策ビジネスに結ぶ付けることです。

幕末期の教育機関に「寺小屋」がありました。寺院で

① 節税対策

手習い、師匠が町人の子弟に、読み書き、そろばん等

す。

②分割対策

③資金対策の３本柱で

を教えた学問の施設です。そこでは生きる力、感謝の
心を育むことを目的としました。

＜３＞私の株式投資の実績

私が主張したいのは、小グループ「寺小屋方式」で、

「大儲けしなくても良い、毎月の小遣いが出ればいいの

職場や地域でつくる同じ趣味・志を同じくする勉強会

で、経済の勉強も兼ねて株式投資をやったらどうかと勧

です。例えば、投資研究会、囲碁・将棋・マージャン

められたのが始まりです。株式投資は安く買って高く売

研究会、ゴルフの会、旅の会、唄の会、フリートーキ

るのがコツだ。」と教わりました。「株式を買って分か

ングの会等です。

った世の動き」です。

目的を同じくする、志のある者が集まってやる同志の会

それ以来、新聞は日経、会社四季報は毎号購入し目を通

です。これは生きがいの探求で、

しました。

一つの老人会と思っています。年寄りの求めるのは、何

株式投資の考え方

でも話せる話し相手です。そういった「場の提供」と「場

① 株式は長期保有する

作り」です。「思いやりの心」を大切にしたいのです。

② 成長企業を発掘する
③ 財務内容を検討する

③ ｢投資｣の必要性

④ 会社情報を調査する

何をやるにしても元手が要ります

私のニュースソースは新聞記事と会社四季報で

長い老後、自由な時間を有意義に過ごしたいのです。

す

これには全てお金がいります。個人の経営計画、資金

四季報はバイブル、新聞情報は宝の山

計画です。人生の資金繰りです。
その対策の一つが「投資」の研究です。人生そのもの
が投資です
実は、投資には「学び」｢収益｣「話題」｢ヒント｣等た
くさんの妙味があります。

＜１＞私の不動産投資の実績として、前回バブルの時、
土地は買えないがマンションは買えるという発想で空
室が出れば頭金を準備してワンルームマンション投資
を始めたのです。
私の不動産事業は毎月の入金の通帳管理をするだけで
す。
前回は不動産の値上がり、今回は超低金利という売り
言葉です。

＜２＞土地の有効活用のアドバイス
土地の有効活用には売却も有りうるということです。

小さな記事から宝を見つける楽しさです
財務分析は、収益性と安定性、売上とシェア

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

義捐金ＢＯＸ

５

水

3109 回例会

12

水

3110 回例会

19

水

3111 回例会

9月12日分

26

水

休会（祝日週）

残高

9月5日時点残高

131,539 円
918 円
132,457 円

10 月スケジュール
3

水

3112 回例会

10

水

休会（祝日週）

14

日

秋の家族親睦会

9月5日時点残高

17

水

3113 回例会

9月12日分

24

水

ガバナー補佐訪問

残高

ポリオプラス基金
11,835 円
772 円
12,607 円

クラブアッセンブリー②
31

水

休会（第 5 週）

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

われら日本ロータリアンの歌
われら日本のロータリアン
ひとつの仕事をする時も
真心こめてかんがえる
これは誠か真実か

ニコニコ箱の累計
9 月 12 日現在

299,000 円

10 月 3 日（水）例会

「ロータリー研修リーダー」
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

コメント：「ロータリーの歌に
ついて改めて勉強
しましょう」
卓話者

：橘高

又八郎会員

