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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

青山ガバナー補佐さま、田中ガバナー補佐エレクトさま、お忙しい中、池田

プログラム
開会・点鐘

RC においでくださいまして、ありがとうございました。本日はよろしくお願

ロータリーソング

いいたします。大淀ロータリークラブの延原さま、矢野さま、ロータリーデー

シェイクハンド

を楽しみにしております。成功裏に終わられますことを祈念いたします。

ゲスト＆ビジター紹介

さて、連絡事項が山のようにあった先週とは対照的に、今週は報告事項がご

出席報告

ざいませんので、先日お話したポールハリスのお話の続きをさせていただきま

会長挨拶

す。何度も聞かれた方もおられるとは存じますが、ロータリーの原点、基本を

幹事報告

みつめてみることができるかと思います。

委員会報告

前回、ポールは大学卒業後、５年間の放浪の旅を続けたというお話をしまし
たが、その後、シカゴで弁護士事務所を開いたそうです。当時は世界恐慌が続

ニコニコＢＯＸ
本日の卓話

いており、暇で極貧の生活が続いたそうですが、５年間の放浪の旅で鍛えられ
ていたポールは耐え忍ぶことができ、そのうち仕事も軌道に乗っていったとの
ことです。好奇心旺盛なポールは、シカゴのあらゆるレストランを訪れ、あら
ゆる宗派の教会に通い、度々居住地も変え、独身の 15 年間に 30 回も転居した
そうです。

本日の卓話

久しぶりに故郷に帰り幼馴染と旧交を交わしたあと、シカゴに戻って友人の
晩餐会に招かれたとき、友人が近くの店の主人達と親しく名前を呼びあって会
話している姿をみて、自分の故郷を思い出し、ロータリーの原点となるアイデ
アが浮かんだそうです。「この広いシカゴで、さまざまな職業から一人ずつ、
政治や宗教に関係なく、お互いの考えを語り合える人を選び出して、相互扶助
を目的とする集まりを作ったらどうだろうか」と考えたのです。しかし、その
アイデアが実行に移されるまでには、なお 5 年の年月を要したとのことでし
た。この続きは、次回にお話させていただきます。

「ガバナー公式訪問」
卓話者：国際ロータリ266 地区ガバナー

山本

博史様

四つのテスト

１ 真実かどうか

✤ニコニコ BOX✤

✤幹事報告✤
柴田

宜孟

幹事

（地区より）
① 社会奉仕活動アンケートご協力のお願い
（井上会長、田中社会奉仕委員長）
➁ 大阪中央ローターアクトクラブ
創立 20 周年記念式典のご案内
（会員各位）
（池田商工会議所より）
➂ 第 94 回 I.C.G 会ゴルフコンペ開催のご案内
（会員各位）

✤出席報告✤
出席担当

橋本

２ みんなに公平か

昌也

会員

○ 会員数
31 名
○ 出席数
22 名
○ 出席率
75.86%
○ 前々々回
86.21％(10 月 3 日)
メークアップ
北林 寛崇 9 月 15 日 青少年奉仕委員長会議
暮部 光昭 10 月 1 日 くれは RC
名村研二郎 10 月 17 日 池田 RAC
橋本 昌也 10 月 1 日 フレッシュロータリ
アン交流会事前
打ち合わせ

プログラム担当
ニコニコ 担当
大阪大淀 RC

北林
永田

寛崇
大介

会員
会員

:IM 第 1 組ロータリデーを 2019 年
2 月 9 日（土）に NHK ホールにて
開催致します。多数のご参加を
お願い申し上げます。
井上 裕子会長: 青山ガバナー補佐様、田中ガバ
ナー補佐エレクト様、お忙しい
中ありがとうございます。大阪
大淀ロータリークラブの延原様、
矢野様、よろしくお願い致しま
す。
徳永 昭夫会員:写真を頂いて。
橘高又八郎会員:青山快玄様、ご指導よろしくお願
い致します。写真を頂いて。
明石
巧会員:吉岡さん、永田さんからたくさん
写真を頂いて。
山口 正之会員:写真を頂いて。
柴田 宜孟会員:写真を頂いて。
北野 紀之会員:たくさんの写真を頂いて。
岸上 宏司会員:例会欠席のお詫び。
奥村 昌也会員:写真を頂いて。
林
功会員:早退のお詫び。（大阪府の公務が
重なっており、大変申し訳ござい
ません。）写真を頂いて。
田嶋也寸志会員:写真を頂いて。
永田 大介会員:早く吉岡さんのように、「腕でカ
バーした」と言えるように写真の
腕を磨きたいと思います。まだま
だ道具に助けてもらってますが、
よろしくお願い致します。
柴田 宜孟会員:青山ガバナー補佐、田中ガバナー
補佐エレクト、本日はご指導よろ
しくお願い致します。
写真を頂いて。
福林 愼二会員:写真を頂いて。
加茂
守会員:写真を頂いて。

３ 好意と友情を深めるか
豊田

橋本

４ みんなのためになるかどうか

修一会員:今日は、青山ガバナー補佐、
田中補佐エレクト、おいで頂き
ありがとうございます。
よろしくお願い致します。
昌也:欠席のお詫び。

クラブ管理運営委員会の担当は大きく分けて「親睦委
員会」と「ロータリー情報委員会」とになります。特
に親睦委員会は、クラブの活動の肝とも言うべきもの
で、例会が楽しく、有意義で、会員の融和が図れるよ
うな雰囲気にしていただきたいと考えています。その
ことが出席率を高め、会員を増強する一番の決め手に
なるのではないでしょうか。
※今年度は例会の着席方法に工夫があり、テーブ

✤お客様紹介✤
SAA
延原

健二

岸上

ルのシマを３つにし、くじでどこのシマに座る

宏司

嚴

かを決めています。これまで以上に会員の融和
を図れるのではないかと期待しています。
また、本年度は池田ロータリークラブの創立６５周

様

（IM 第 1 組ロータリーデー実行副委員長

矢野

会員

大阪大淀ＲＣ） 年にも当ります。ベトナム保育施設の給食設備の整備

様

が主な事業となるようですが、４月２４日には６５周

（大阪大淀ＲＣ）

年記念例会も計画されています。記憶に残る記念例会
としたいものです。
※今、記念例会の出し物として、会員有志により
合唱団を結成し、ゴスペル を歌うという企画
が動き始めました。それまでの練習過程を含め
て今から非常に楽しみです。
例年通りクラブフォーラムも年４回開かれますが
（その内１回はインフォーマルミーティングを兼ね
る予定）、創立６５周年記念事業の関連が中心となる

✤前回の卓話✤

クラブアッセンブリー②
【各委員会、担当の活動中間報告】

でしょう。
ロータリー情報委員会は一昨年大きく改定された
定款と細則を如何に会員の皆様に浸透させていくか
に尽力していただければと思います。
さらに、２６６０地区のＩＭ１組が７ＲＣから１５
ＲＣに拡大されたように、ＲＩの組織や方針も大きく
変動し始めており、新しい動きがありましたらできる
だけ会員の皆様に情報を流していただけるようお願
いいたします。

豊田

修一

クラブ管理運営委員長

池田ＲＣのテーマ「伝統と革新 目指そう INSPIRED 池田 RC

南

みどり

親睦委員長

私ども親睦委員会の目標はお一人でも多くのロータ
リアンが集い、楽しい時間、語らいの時間を持ち笑顔
の輪が拡がる事であります。

山口

正之

ロータリー情報委員長

・ 新入会員入会時のオリエンテーションは、現在の
ところ入会予定者がなく、実現できていません。
・ 井上会長よりクラブ細則の一部見直しのための原

一年の行事としては夜間の納涼例会・秋の親睦旅行・

案を作るよう依頼を受けたので、細則第４条第６

クリスマス忘年例会・６５周年記念例会・春の親睦旅

節の一部と細則第１０条第３節の一部を修正して

行です。

提出しました。

すでに納涼例会と秋の親睦旅行を終え、皆様のご参加
数が多く大変喜んでおります。

・ RI からの情報について、必要なものを会員に伝達
するよう心掛けています。

とりわけ、奈良の親睦旅行では皆様の楽しそうな笑顔
を拝見し、次への行事をより良きものにして行きたい
と親睦委員全員が思えた次第です。
クリスマス忘年例会もみんなで作り上げる楽しく心
に残る集いにしてまいりますので、楽しみにしていた
だきたいと思います。また、６５周年記念例会に向け
ても準備を始動しております。
ぜひとも、皆様のご協力を心から願っております。
一人でも多くのロータリアン・ご家族が集える場を作
り、笑顔の輪を拡げてまいります。

ＳＡＡ

岸上

宏司

井上会長の方針の実現を目的として例会運営に手を
加えました。
会長ご自身のアイデアも取り入れ、南親睦委員長と
柴田幹事と相談しながら例会運営に反映しています。
今後も見直すところがあればその都度理事会に提案
してゆきたいと考えています。

池田ＲＣのテーマ「伝統と革新 目指そう INSPIRED 池田 RC
4大奉仕委員会の各委員長と相談の上、実行していき
たいと思います。
職業奉仕（田嶋委員長）
本年は例年と異なる奉仕活動を考えているとのこと、
具体的な案は委員長より後程予定の報告があると思
います。
社会奉仕（田中委員長）
従来の社会奉仕を基本とし、継続するべきものとそう

橘高

又八郎

クラブ研修リーダー

でないものを判断していく、すでにいくつかは実践さ
れております。

研修リーダーの役目は新入会員のオリエンテーショ

国際奉仕（暮部委員長）

ンや研修ですが、今のところ新入会者ゼロなので、卓

ベトナムでの65周年事業を取り掛かりから最後まで

話の時間を利用して皆さんとロータリーの歌を勉強

を映像と書類で記録しながらまた、内容についても考

した。

えて実行する。これにつきましては 実行委員会で

ロータリークラブの脈々と続くテーマが平和と奉仕

色々と検討されている。11月２２日から委員会で現地

と判った。

の下見に参ります。

１．明期クラブの方向性を考えた時、親睦と社会奉

青少年奉仕（鶴原委員長）
ＲＡＣメンバーの充実をなお一層図り（会員増強）、

仕の対立を埋める物としての歌
２．日本語で歌う歌として奉仕の理想、我らの生業の

ＲＡＣメンバーのフォローをするとともに、池田ＲＣ
の事業にも参加応援をお願いしていきます。

誕生
３．軍部の力が強くなった 1953 年頃平和のシンボル
として歌と国家掲揚
４．作詞者高野辰之、作曲岡野貞一は奉仕の理想
S１０年他にふるさと、おぼろ月夜

日も風も星

もララ・・は古関悠 而作曲、楠本憲吉作詞

暮部

光昭ロータリー財団担当

ロータリー財団は 100 周年を超え 102 年を迎えるまで
になり、人道的プロジェクト、奨学金の提供、職業研
修や文化交流、ポリオ撲滅の取り組みなど、1 世紀に

吉岡

崇

奉仕活動委員長

わたり「世界でよいこと」を続けてきた財団でありま
す。

本年は65周年の事業を1年通じて関連させ奉仕活動を、

池田ＲＣのテーマ「伝統と革新 目指そう INSPIRED 池田 RC
記念事業で地元の人たちと一緒にボランティア活動
を「貢献する」ポリオ撲滅、ロータリー平和センター、
グローバル補助金活動のための募金イベント「募金す
る」等々あります。中でもポリオ撲滅につきましては
未だに撲滅まで至っておりません。パキスタン・ナイ
ジェリアは現在０。アフガニスタンは野生型ポリオウ
イルス常在国となっております。
残る 0.1％との戦いが最も難しいとされています。撲

社会奉仕委員長

田中

孝史

1、クラブ社会奉仕委員長会議へ出席
2、池田市民カーニバルへの協賛
3、赤い羽根募金への協力
4、薬物乱用防止活動募金への協力
5、禁煙推進ネットワーク会議へ出席
これからも社会奉仕活動にご協力いただきますよう
お願い申し上げ、中間報告とさせていただきます。

滅活動を進めていくためにも今後も募金活動を行っ
ていきたいと考えています。
2018－19 年度の前期分の 20 ドルは徴収済みで、後期
分の 20 ドルは徴収させていただきます。残る 10 ドル
をポリオプラスでお願いしています。会員のお力を期
待して、更なるポリオ撲滅に向かって邁進していきた
いと思います。

国際奉仕委員長

暮部

光昭

２０１８－２０１９年度国際奉仕委員会の活動とし
て、本年度は井上会長がかねてより考案されていた、
への人道的国際支援を行いたいと思います。
現在地区補助金プロジェクトとして、6 月 1 日にロー
タリーベトナム財団に申請され、8 月 2 日に地区補助
金の 317,460 円が入金されました。
プロジェクト名はベトナム ラン・チャン 保育施設
の給食環境の整備です。

田嶋也寸志

社会奉仕委員長

事前視察を 9 月 21 日～26 日まで行う予定でしたが、
先の台風での影響で 11 月 22 日～27 日(予定)に変更し

今年は、職場訪問ではなく卓話という形をとりました。
職業奉仕月間の 10 月 17 日に、池田でも出店されてい
る生鮮スーパーのシェフカワカミの川上誠一郎社長
に例会時に卓話をしていただきました。会員にも馴染
のある、身近なテナントの話が聞けて良かったと思い
ます。

ました。
贈呈式は 2019 年 4 月 15 日に行うことを 65 周年実行
委員会で承認されました。
贈呈式の報告は、65 周年記念式典にて行う予定です。

池田ＲＣのテーマ「伝統と革新 目指そう INSPIRED 池田 RC
います。
さらに、地元企業の日清食品も、子どもニャーンに
何らかの形で協力してくれるよう池田市からも要請
してもらっています。贈呈式後の報告も含め、地域の
方々に広くＰＲしながらすすめていきたいと考えて
います。

北林

寛崇

青少年奉仕副委員長

ラック活動報告
9/9

ＲＡＣの日（淀川区民センター）
交流会メインの内容で実施：池田ＲＡＣが主管

10/14 関西四地区交流会（大阪産業創造舘）

11 月スケジュール

第2640・2650・2660・2680地区
ローターアクト
実行委員長は上島直前会長。大阪万博誘致のお話

7

水

3115 回例会

14

水

3116 例会（夜間例会）

今後もラックの例会とロータリーの例会を行き来で

クラブフォーラム➁

きる雰囲気作りもしていきたいと思います。

21

日

休会

そうする事で委員会目標が達成できればとも考えて

28

水

3117 回例会

います。

田嶋

也寸志 65 周年実行委員長

子どもニャーンのための下見は、先日の台風被害の
ため 11 月 26 日に延期となりました。幸い、４月に本
番がおこなわれる贈呈式の日程には影響がなく、下見
後に給食設備の工事に着手し、３月には完成できる予
定です。
また、池田市市制８０周年とのタイアップ事業とし
て、公募により池田市在住もしくは池田市に勤務する
保育士と栄養士各１名を、ベトナムでの贈呈式に帯同
することが決まりました。「知ることも、知らせるこ
とも大切なボランティア」という考え方で取り組みた
いと思います。年末に発行する“広報いけだ”と市内各
所に配布するチラシにより、広く募集すると同時に、

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

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
めぐる歯車いや輝きて
永久に栄えよ
我等のロータリー

ロータリークラブの活動についてもＰＲしたいと思

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

池田ＲＣのテーマ「伝統と革新 目指そう INSPIRED 池田 RC

ポリオプラス基金
10月17日時点残高

14,356 円

10月24日分

716 円

残高

15,072 円

義捐金ＢＯＸ
10月17日時点残高

134,589 円

10月24日分

955 円

残高

135,544 円

ニコニコ箱の累計
10 月 24 日現在

434,000 円

11 月 14 日（水）例会

「クラブフォーラム➁」
（夜間例会）
（インフォーマルミーティング）
担当：豊田

修一

副会長

