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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

皆さん、こんにちは。年末年始のざわつきもそろそろ落ち着いて、平静を取
り戻しておられる頃かと存じます。
65 周年実行委員会の祝賀会担当の皆様は、早くも会場視察に行ってくださ
り、着々と準備を進めていってくださっているようです。ありがとうございま
す。
さて本日は、本年度の社会奉仕活動としての「池田市民の健康を守る禁煙推
進活動」についてご説明させていただきたいと思います。まずは、”敵はタバ
コ、悪いのはタバコを許している社会”だということを強調させていただきま
す。どうかすると、愛煙家の皆様と禁煙推進グループとが、敵対しているよう
に考えられがちなのですが、私たち池田市禁煙推進ネットワークは、スタート
当初から「吸う人も吸わない人も、みんなで目指そう健康池田」というスロー
ガンのもと、活動をしてきました。
アメリカの疾病分類では、「喫煙は麻薬依存症という病気」と定義づけられ
ています。日本でも病気と認められているので、保険治療が可能なのです。嗜
好品ではないのです。よくお酒と同様に扱われますが、アルコール依存症にな
るにはかなりの量が必要ですが、タバコは若い子なら、4、5 本で依存すると
言われています。ですので、タバコ会社は未成年を狙い、若いうちに依存させ
てしまって、生涯にわたる顧客にしようとするのです。アメリカの曝露本には、
タバコ会社の重役が「僕たちは吸わないよ。タバコなんさ、ガキと貧乏人にく
れてやれ。中学生を狙え！」という暴言が記録されています。
タバコが体に悪いことはみなさんご存知だと思いますが、タバコを吸い続け
ていても健康で長生きされる方もおられます。愛煙家の方々はその方を見て、
自分も大丈夫と思われるようですが、どんな病気にも抵抗力が非常に強い方が
おられるのです。甘いものを食べて、ろくに歯磨きもしないのに虫歯が１本も
ない方もおられます。でも、そういう人の真似をしていると、大抵の人はたい
へんなことになるのは、おわかりになるかと思います。
私と同じ年の知り合いに、5 年前ぐらい前に脳梗塞を起こし、今も入院中と
いう方がいます。ずっと禁煙をお勧めしていたのですが、「太陽と北風」の童
話のように、あまり厳しく言うよりもやさしく時々声かけして、自分からコー
トを脱いでいただけるようにするのが大切と思っておりますので、ゆっくりお
勧めしていた矢先のことでした。私がもっと上手に勧められたらよかったのに
と悔やんでいます。
死亡した喫煙者の半数は、もしタバコを吸っていなければ、命を落とさなか
ったかもしれない人なのです。
「吸わせてあげることが、本当のやさしさ、思いやりなのか？」池田市民の
皆さんに気づいていただき、タバコの害から皆さんを守っていきたいと思って
います。どうか、ご理解ご協力をお願いいたします。

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
「ベトナム
現地視察」
卓話者：近藤

秀一会員

四つのテスト

１ 真実かどうか

✤幹事報告✤
柴田
（地区より）
① ロータリーレート（1 月度
お知らせ

２ みんなに公平か
✤お客様紹介✤

宜孟

SSA

幹事

１＄=112 円）の

（会員各位）

岸上

宏司 会員

上島 公章 様（池田 RAC 会長）
田嶋 野乃花様（池田 RAC 幹事）
岡本様 （ビオラ演奏者）

➁ 創立 20 周年記念講演会開催のご案内
（会員各位）
➂ IM 第 1 組 FR 研修交流会参加料お振込先の
ご案内
（井上会長、柴田幹事）
➃ 2019-20 年度（次年度）クラブ推薦地区委員
に関するご報告
（井上会長、近藤会長エレクト）
➄ 地区ロータリー財団

補助金管理セミナー

のご案内
（近藤会長エレクト）
➅ 「2019 学年度 米山奨学生配置に関するクラブ
意向調査」へ回答のお願い
（井上会長、近藤会長エレクト、
米山奨学会担当永田会員）

✤出席報告✤
出席担当

橋本

昌也

会員

○ 会員数
29 名
○ 出席数
24 名
○ 出席率
88.89%
○ 前々々回
86.67％(12 月 12 日)
メークアップ
青柳 茂 (12/8 地区大会)

✤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

裕子会長:あけましておめでとうございま
す。2019 年が皆様にとってステ
キな 1 年になりますように！
岸上様をはじめ、いろいろとご
準備をありがとうございました。
徳永 昭夫会員:本人誕生日。80 ウン歳になります。
本日のマジックよろしくお願い
致します。
橘高又八郎会員:OkGoogle 楽しみました。
年男です。席もイノシシです
明石
巧会員:新年明けましておめでとうござ
います。本年もどうぞよろしく
お願い致します。
山口 正之会員:配偶者誕生日を頂いて。
北野 紀之会員:新年あけましておめでとうござ
います。今年もどうぞ宜しく。
岸上 宏司会員:新年明けましておめでとうござ
います。懇親会で、徳永会員、女
川、岡本ペアご披露よろしくお願
い致します。
林
功会員:今日午前中、事件が円満に片付き
ました。早退のお詫び。
近藤 秀一会員:新年明けましたおめでとうござ
います。今年もよろしくお願い致
します。早退のお詫び。

３ 好意と友情を深めるか

４ みんなのためになるかどうか

暮部

光昭会員:新年あけましておめでとうござ
います。クリスマス例会では
次女が会長賞をいただき、
ありがとうございました。
本年もよろしくお願い致します。
永田 大介会員:結婚記念日記念品を頂いて。
家でさんざん文句を言われる
のにも慣れた 6 年で 7 年目に
なります。
皆様、新年あけましておめで
とうございます。初例会早々、
水道局の竣工検査の為、早退
させていただきます。
柴田 宜孟会員:新年明けましておめでとうご
ざいます。SAA 岸上会員、本日
はお世話になります。
福林 愼二会員:本人誕生日を頂いて。
加茂
守会員:新年おめでとうございます。
名村研二郎会員:新年あけましておめでとうござ
います。今年もよろしくお願い
致します。今年は年男、
がんばります。
豊田 修一会員:新年おめでとうございます。
本年もよろしくお願いします。
奥村 勝彦会員:あけましておめでとうござい
ます。今年もよろしくお願い
致します。
南 みどり会員:明けましておめでとうございま
す。本年も何卒よろしくお願い
申し上げます。
橋本 昌也会員:本年もよろしくお願いします。

✤1 月の御祝✤
＊会員誕生日
徳永 昭夫 S11.1.19
小島
治 S20.1.30
福林 愼二 S25.1.13

*夫人誕生日
山口 逸子
田中 尚美

1.22
1.21

*結婚記念日
岸上 宏司
永田 大介

S51.1.30
H25.1.19

池田ＲＣのテーマ「伝統と革新 目指そう INSPIRED 池田 RC
♪女川様、岡本様による演奏会♪

✤前回の例会✤

「新年初例会」
♪豊田副会長による乾杯のご挨拶♪

♪おいしいお料理♪

♪徳永会員によるマジックショー♪

♪明石副会長による閉会ご挨拶♪

池田ＲＣのテーマ「伝統と革新 目指そう INSPIRED 池田 RC

義捐金ＢＯＸ

1 月スケジュール
2

水

休会（年始）

12月23日時点残高

9

水

3121 例会

1月9日分

新年祝賀例会
16

水

休会（祝日週）

23

水

3122 例会

30

水

3123 例会

140,483 円
723 円

残高

141,206 円

ポリオプラス基金
12月23日時点残高

18,795 円

1月9日分

926 円

残高

19,721 円

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

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
めぐる歯車いて輝きて
永久に栄えよ
我等のロータリー

ニコニコ箱の累計
1 月 9 日現在

792,000 円

1 月 30 日（水）例会
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

「読んでますか
『ロータリーの友』」
卓話者 ：山口

正之会員

コメント：『ロータリーの友』は
ロータリー情報の
宝の山です。

