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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

朝晩は肌寒く感じられるようになり、やっぱり地球は傾いている！と
実感する今日この頃です。
まず初めに、実は、先週お話すべきことだったことなのですが、名村
会員が投稿された“「池田こども食堂さくら」を支援して”と題するレ
ポートがロータリーの友 9 月号に掲載されていました。名村会員に敬意
の念を表します。ご苦労様でした。ありがとうございました。以前、田
嶋さんも 60 周年の際に投稿されましたが、素晴らしいことだと思いま
す。活動をしても、あまり寄稿することのなかった池田 RC でしたが、
見習いたいと思いました。
さて、以前にも岐阜 RC の友人からもらった RI 本部の写真を紹介さ
せていただいたことがありましたが、同じくその友人からもらった資料
を、これから少しずつ紹介させていただきたいと思います。ポール・ハ
リスやロータリークラブの歴史に関する様々な話題が含まれている資
料です。
ポール・ハリスは、アイオワ州立大学法学部で学んだそうですが、卒
業の際には、「周りのみんなと同じように、早々に法律事務所を構える
のは嫌だ」と思っていたところ、たまたま卒業式で、「卒業後の 5 年間
ぐらいは、いろいろな経験をした方がいい」という講演を聞いたポール
は、その通りにしようと思ったそうです。ポール 23 歳のときでした。
28歳までの放浪の旅で、ポールが足跡を記したのはアメリカ14州のほ
か、イギリス、アイルランド、フランス、スイス、オーストリア、ドイ
ツ、ベルギー、オランダ、イタリアの主な都市、キューバ、バハマ諸島
と広範囲多岐にわたり、就いた職業は自伝に記されただけでも、新聞記
者からオレンジ摘み人夫に至るまで17を数えたそうです。
ポールはどんな未知の街に行っても、すぐさま職をみつけ、生計の道
を得る能力を備えていたようです。その秘訣の第１は常に服装を整え、
相手に良い印象を与えるよう気をつけたことと、第２に、肉体労働であ
ろうと、頭脳労働であろうと仕事をより好みしなかったことと、第３に
与えられた仕事に常に全力を尽くしたこと、だそうです。たとえば、は
じめてイギリスに行くとき、船員として乗り組んだバルチモア号の最悪
の環境の中でも、できる限りの働きをしたため、船員頭に認められ、つ
ぎの航海では船員小頭に昇格したとのことでした。なるほどと納得させ
られました。今後、少しずつお話を続けていきます。お楽しみに！

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
「ロータリーの唄」
卓話者：橘高又八郎会員

四つのテスト

１ 真実かどうか

✤幹事報告✤
柴田

✤出席報告✤
宜孟

幹事

（地区より）
① 第 2660 地区 IM 第 1 組ロータリーデーPR
訪問のご連絡
（井上会長、柴田幹事）
➁ IM 第 1 組ロータリーデー 一般参加申込の
ご案内
（会員各位）
➂ 「秋の RYLA セミナー」のご案内

出席担当

地区ローターアクト
2018‐19 年度 関西四地区交流会開催の
ご案内
（会員各位）
➅ 国際ロータリー第 2660 地区ロータリー

（池田青年会議所より）
⑦ 創立 55 周年記念式典のご案内
（井上会長）

橋本

昌也会員

○ 会員数
31 名
○ 出席数
20 名
○ 出席率
68.97%
○ 前々々回
75.86％(9 月 5 日)
メークアップ
近藤 秀一 8 月 27 日 船場 RC

（会員各位）
➃ ハイライトよねやま発刊のお知らせ
（会員各位）
➄ 国際ロータリー第 2640・2650・2660・2680

学友会総会開催のご案内
（青少年奉仕(長)鶴原会員）

２ みんなに公平か

✤ニコニコ BOX✤
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

井上

裕子会長:RAC の稲田君、入星君、TEDx の
お話楽しみにしています。
吉岡
崇会員:RAC メンバーの 2 名、TEDx の話
よろしくお願いします。
柴田 宜孟会員:早退のお詫び。
名村研二郎会員:前回欠席のお詫び。

✤お客様紹介✤
SAA

岸上

宏司

田嶋野乃花 様（池田 RAC 幹事）
稲田 健汰 様
（池田 RAC TEDx OsakaU/
大阪大学基礎工学部 4 年）
入星 隼人 様
（池田 RAC TEDx OsakaU/
大阪大学経済学部 3 年）

会員

３ 好意と友情を深めるか
✤前回の卓話✤

４ みんなのためになるかどうか
本年は 10 月 8 日にメインイベントを開催する予定とし
ています。大阪を拠点に活動されている 5 名 1 組の方々
をスピーカーにお迎えし、素晴らしいアイデアを発信し
ていただきます。イベントでのプレゼンテーションはす
べて動画共有サイト YouTube に掲載されますので是非
ご覧ください。

『TEDx について』
稲田健汰様（池田 RAC TEDx OsakaU/
大阪大学基礎工学部 4 年）
入星隼人様（池田 RAC TEDx OsakaU/
大阪大学経済学部 3 年）
TED とは、“Technology, Entertainment, Design” の略
で、”Ideas Worth Spreading” （価値あるアイデアを広め
る）の精神の下、多種多様なアイデアを世界中へ発信す
る非営利団体です。様々な分野から出演者を招き、18 分
以内のプレゼンテーションやパフォーマンスを通して
各々が抱く独特なアイデアを披露する世界的祭典を開催
しています。
TEDx （ テ デ ッ ク ス ） と は 、 TED の ”Ideas Worth
Spreading”の理念を受け継ぎ、世界 130 か国以上で発足
している地域的コミュニティです。TED から正式にライ
センスを受け、TED 同様の体験を共有することを目的と
し、世界各地で独自にイベントが運営されています。
TED の定めた運用ルールに沿いながら、その地域ならで
はの独自性を発揮するという意味が”x”の文字に込めら
れています。現在、日本国内だけでも 40 地域以上で
TEDx のイベントが開催されています。
そして、我々TEDxOsakaU は TED、TEDx の理念に感
銘を受け、“大阪大学から世界へアイデアを届けたい！”
という意欲溢れる学生による TEDx イベント開催団体で
す。
活気満ちる大阪のパワーと多彩で枠にとらわれないイベ
ント創りが TEDxOsakaU の魅力です。

池田ＲＣのテーマ「伝統と革新 目指そう INSPIRED 池田 RC
10 月スケジュール

ポリオプラス基金

3

水

3112 回例会

10

水

休会（祝日週）

9月12日時点残高

14

日

秋の家族親睦会

9月19日分

17

水

3113 回例会

24

水

ガバナー補佐訪問

12,607 円
502 円

残高

13,109 円

クラブアッセンブリー②
31

水

休会（第 5 週）

義捐金ＢＯＸ
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

四つのテスト
真実か どうか
みんなに 公平か
好意と友情を深めるか
みんなのためになるかどうか

9月12日時点残高

132,457 円

9月19日分

300 円

残高

132,757 円

ニコニコ箱の累計

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

9 月 19 日現在

305,000 円

10 月 17 日（水）例会

「職業奉仕月間」
卓話者

：川上 誠一郎 様
（株式会社シェフカワカミ
代表取締役）

担

：田嶋

当

也寸志

会員

