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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
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池田ロータリークラブのテーマ
伝統と革新 目指そう
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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

春の訪れが待ち遠しい今日この頃です。インフルエンザが猛威を奮って
いるようです。皆様、体調管理には細心の注意を払っていただきますよう、
お願いいたします。
さて本日は、まずお詫びを申し上げなければなりません。2 月は例会を
２回欠席させていただきます。１回目の 2 月 6 日には、毎年参加しており
ますアメリカでの勉強会に参加しなくてはならず、欠席させていただきま
す。２回目の 20 日は、日本臨床矯正歯科医会の学術大会があり、依頼講
演と海外講演者の接待で休むことができません。豊田副会長にはたいへん
ご迷惑をおかけしますが、会長代理をよろしくお願い致します。勝手をさ
せていただき申し訳ありませんが、皆様、豊田副会長と明石副会長の元、
しっかりご出席いただき、有意義で楽しい例会の時間を過ごしていただき
ますようお願いいたします。
次に、前回に引き続き、社会奉仕活動のお話をさせていただきます。前
回では、子ども達を依存症にすることによって生涯にわたる顧客とし増収
を安定化しようとするタバコ会社のお話をさせてただき、「喫煙者は悪く
ない、タバコとタバコを許す社会が悪い」ということをお話させていただ
きました。そして、喫煙者の半数がタバコ関連の病気で亡くなられている
というデータから、「吸わせてあげることが、本当の優しさか、本当の思
いやりかということを、今一度考えてみてほしい」というお話もさせてい
ただきました。
もうひとつ知っておいていただきたいお話として、タバコ農園で働かさ
れる子ども達の悲しい現実をご紹介させていただきたいと思います。開発
途上国の貧しい地域の子ども達は、否が応でもタバコの収穫や葉の処理を
手伝わされているそうです。池間哲郎氏の報告からも、想像はつくような
気がします。タバコを吸うのではなく、タバコ農園で働かされることで、
子ども達がやむなく依存症になってしまう現状があるそうです。「世界中
の子ども達の健康を蝕むタバコを許しておいていいと思われますか？」タ
バコはドラッグへの入り口とも言われているのです。
池田市禁煙推進ネットワークは、吸う人も吸わない人も、いっしょに力
を合わせてタバコと戦い、タバコの害からみんなの健康を守ろうという活
動を続けています。池田ロータリーの皆様にもご理解いただき、もし、愛
煙家の方から非難を受けるようなことがありましたら、「決して愛煙家の
方を敵対視しているわけではなく、いっしょにタバコについて学び、世界
中のからタバコの害を無くしていく草の根活動なんだ」ということをご理
解いただけるようお話いただければ幸いです。

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
「読んでいますか
『ロータリーの友』」
卓話者：山口

正之会員

四つのテスト

１ 真実かどうか

２ みんなに公平か

✤幹事報告✤
柴田

✤出席報告✤
宜孟

幹事

（地区より）
① 「2019-20 年度のための地区チーム研修
セミナー」ご案内
（橋本会員）
➁ ローターアクト第 2 回地区献血のご案内
（井上会長、柴田幹事）
➂ 韓国大邱市での「第 20 回 RI 囲碁大会」
のご案内
（井上会長、柴田幹事、
国際奉仕(長)暮部会員）

出席担当

東條

（米山奨学会より）
⑨ 2018 年度下期普通寄付金のお願い
（井上会長）

宏司 会員

様（池田 RAC）

プログラム担当
ニコニコ 担当
井上

名村幹事エレクト）

（井上会長、柴田幹事）

暁之

岸上

✤ニコニコ BOX✤

➅ 2019-20 年度 RI 会長テーマ決定のご報告
（近藤会長エレクト）

⑧ 2018-19 年度 RI 第 2660 地区 IM 第 1 組
会長・幹事会のご案内

会員

✤お客様紹介✤

➄ 2019-20 年度クラブ情報と役職者報告の
お願い
（近藤会長エレクト、名村幹事エレクト）

⑦ 2019 年決議審議会 決議案募集の案内
（井上会長、柴田幹事、近藤会長エレクト、

昌也

○ 会員数
29 名
○ 出席数
19 名
○ 出席率
74.07%
○ 前々々回
92.86％(12 月 23 日)
メークアップ
北林 寛崇 (12/8 地区大会)
山口 正之 (12/8 地区大会)
徳永 昭夫 (12/8 地区大会)

SAA
➃ 大阪ローターアクトクラブ創立 50 周年
記念式典のご案内
（会員各位）

橋本

林
近藤
暮部
田中

南 みどり
永田 大介

会員
会員

裕子会長:新年早々から、65 周年実行委員会
の皆様には、いろいろとご尽力
いただきましてありがとうござ
います。
功会員:早退のお詫び。
秀一会員:卓話当番です。欠席のお詫び。
光昭会員:遅刻のお詫び。
孝史会員:配偶者誕生日を頂いて。

３ 好意と友情を深めるか
✤前回の例会✤

４ みんなのためになるかどうか

*今後のスケジュール*
・１月～３月

「ベトナム珍道中」
近藤 秀一

給食施設工事

・2 初旬～末 公募期間

会員

国際奉仕事業
「ベトナムのランチャン幼稚園への給食施設の
整備」と 65 周年記念事業「こどもニャーン」
＊ここまでの経緯＊
・元米山奨学生ビン君との縁
・60 周年記念事業として、ランチャン幼稚園（ビン君
の出身幼稚園）に教室を寄贈
・今年度の国際奉仕事業として、ランチャン幼稚園
に給食施設の整備事業を地区補助金を申請・認可
・ＩＭロータリーデー「懸命に生きる人々」での
池間哲郎氏の言葉
「知ることも知らせることも大切なボランティア」
・６５周年記念事業として、池田市の保育士・栄養士
各１名を、ランチャン幼稚園での５月 20 日の給食
設備贈呈式とボランティアに参加
・池田市制 80 周年記念協賛事業として認可。
池田市勤務の幼稚園教諭 1 名を贈呈式とボランティ
アに派遣

広報いけだ２月号掲載、

ポスター掲示、チラシ配布
ホームページ、Facebook 掲載
・３月選考
・４月２４日

６５周年記念例会・祝賀会で

派遣者紹介
・５月２０日

贈呈式（ランチャン幼稚園）

池田ＲＣのテーマ「伝統と革新 目指そう INSPIRED 池田 RC
2 月スケジュール
6

水

3124 例会

9

土

IM ロータリーデー（大阪大淀 RC）

義捐金ＢＯＸ

例会外行事

1月9日時点残高

13

水

休会（祝日週）

1月23日分

20

水

3125 例会

残高

27

水

3126 例会

141,206 円
830 円
142,036 円

ポリオプラス基金
1月9日時点残高

19,721 円

1月23日分

631 円

残高

20,352 円

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
日も風も星も
さわやかな朝だ われらはロータリアン
いつもほほえみ いつも元気で
さあ 出掛けよう
日も風も星も ラララ光るよ

ニコニコ箱の累計
1 月 23 日現在

812,000 円

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

2 月 6 日（水）例会

「未
卓話者 ：暮部

定」
光昭会員

