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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

シェフ川上の川上誠一郎さま、本日はお忙しい中、お越しくださいまして
ありがとうございます。
先日の奈良の親睦旅行にはたくさんの参加をいただきありがとうござい
ました。お天気にも恵まれ、親睦委員の皆さまのお陰で、とても楽しい１
日を過ごすことができました。改めてお礼の気持ちをお伝えしたいと思い
ます。ありがとうございます。報告事項がいくつかございます。
１）指名委員会の委嘱について
クラブ細則により、会長、直前会長、会長エレクト、および会長の委嘱
する会長経験者２名にて構成するとありますので、明石会員と奥村昌也
会員に依頼し、本年度の指名委員会のメンバーとして、このお二人と吉
岡前会長、近藤会長エレクトと私の５名が理事会で承認されました。
２）欠席中の小島会員について
現況報告と来年度のご希望について、ご連絡をいただきました。お元気
にリハビリに励んでおられるご様子です。早く例会に復帰していただけ
ることをお祈りいたします。
３）地区セミナー参加について
10 月 13 日土曜日、永田会員と一緒に参加してきました。
①審議会決議案の報告について
提出された決議案のリストを回覧させていただきました。
②広報・情報・公共イメージ向上委員会について
一早く、樋口委員長をお招きして、お話いただいておりましたので、
皆さんにはすでにご理解いただけているかと思います。
a) My Rotary への入力について
一人一人が入力するのは、とても大変なことですので、事務局で
入力させていただきたいと思います。
b）ロータリー賞について
無理をする必要はないかと思いますが、できるだけその方向への
努力はしていきたいと思っています。
４）地区ロータリーデー
「地車 in 大阪城 2018」というテーマで、11 月 3 日と 4 日に開催され
ます。
ご参加よろしくお願いいたします。

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
「ガバナー補佐訪問」
卓話者:IM 第 1 組
ガバナー補佐

青山快玄

様

四つのテスト

１ 真実かどうか
暮部
田中

✤幹事報告✤
柴田

宜孟

光昭 9 月１日 地区ロータリー財団セミナー
孝史 9 月 8 日 社会奉仕委員長会議

幹事

（地区より）
① 2018-19 年度ロータリー財団奨学生募集
のご案内
（会員各位）
➁ ロータリー財団メジャードナー顕彰
午餐会のご案内
（メジャードナー各位）
➂ 2018-19 年度ガバナー月信購読に関する
調査
（井上会長、柴田幹事）
➃ 2019-20 年度（次年度）地区委員会出向者
推薦のお願い
（井上会長）
➄ 2018-19 年度 RI 第 2660 地区 IM 第 1 組
会長・幹事会のご案内
（井上会長、柴田幹事）
➅ 「ロータリー国際大会ハンブルグ
（ドイツ）」参加ツアー紹介及び大阪地区
ナイト参加についてのアンケート
（井上会長）
⑦ ハイライトよねやま発刊のお知らせ
（会員各位）
⑧ 2018-19 年度地区ロータリーデー
「地車 in 大阪城 2018」のご案内
（井上会長、会員各位）

✤出席報告✤
出席担当

南

みどり

会員

○ 会員数
31 名
○ 出席数
22 名
○ 出席率
75.86%
○ 前々々回
86.21％(9 月 19 日)
メークアップ
近藤 秀一 10 月 1 日 船場 RC

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:奈良の親睦旅行、とても楽しかっ
たです。親睦委員の皆様大変お世
話になりました。ありがとうござ
いました。写真を頂いて。
明石
巧会員:親睦委員会南委員長をはじめ、委
員の皆さん方、楽しい一ありがと
うございました。
北野 紀之会員:家族慰安会良かったです。ありが
とうございました。女房も喜んで
いました。
奥村 昌也会員:早退のお詫び。写真を頂いて。
田嶋也寸志会員:職業奉仕月間としてシェフカワ
カミの川上社長に卓話をお願い
しました。よろしくお願いします。
柴田 宜孟会員:写真を頂いて。
田嶋也寸志会員:配偶者誕生日を頂いて。
豊田 修一会員:日曜日の親睦家族会は天候に恵
まれ楽しかったです。南親睦委員
長をはじめ、親睦委員会の皆様あ
りがとうございました。お疲れ様
です。
南 みどり会員:10 月 14 日秋の親睦会皆様の
笑顔が嬉しかったです。
写真を頂いて
北林 寛崇会員:シェフカワカミ川上社長、本日
よろしくお願いします。

✤お客様紹介✤
SAA
川上

誠一郎

様

豊田

修一

会員

（株式会社シェフカワカミ
代表取締役社長）

３ 好意と友情を深めるか
✤前回の卓話✤

「シェフカワカミの冷静と情熱」
～今期のテーマは
【プロフェッショナル】の育成～
川上 誠一郎様
（シェフカワカミ代表取締役社長）

４ みんなのためになるかどうか

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
3

水

3112 回例会

10

水

休会（祝日週）

14

日

秋の家族親睦会

17

水

3113 回例会

24

水

ガバナー補佐訪問

ポリオプラス基金
10月3日時点残高

13,756 円

10月17日分

600 円

残高

14,356 円

クラブアッセンブリー②
31

水

休会（第 5 週）

義捐金ＢＯＸ
10月3日時点残高

133,679 円

10月17日分
残高

910 円
134,589 円

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
それでこそロータリー

ニコニコ箱の累計
10 月 17 日現在 398,000 円

どこで会っても やあと言おうよ
見つけた時にゃ おいと呼ぼうよ
遠い時には 手をふり合おうよ
それでこそ ローローロータリー

11 月 7 日（水）例会

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

「ガバナー公式訪問」
国際ロータリー
第 2660 地区ガバナー
山本 博史 様

