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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

花の色は うつりにけりな いたづらに
わが身 世にふる ながめせしまに
小野小町 （いののこまち）
みなさま、お花見は楽しまれましたでしょうか？
先週 4 月 4 日（木）、阪急インターナショナルホテルで開催さ
れました豊中南ロータリークラブの 50 周年記念式典および祝賀
会に、柴田幹事とともに参加して参りました。式典の前に、韓国
と台湾のクラブとの調印式も執り行われました。
豊中南ロータリークラブは、会員 22 名のクラブですが、立派
な活動を続けてこられたうえに、姉妹クラブとの交流も盛んにさ
れており、式典、祝賀会ともに、出席者 120 名ほどのすばらしい
ものでした。メンバーが一時期は 50 人ほどおられたそうですが、
現在は設立当初と同じなのだそうです。「これ以上減らさないよ
う会員増強にがんばってはいるのですが・・・」とお話されてい
ました。また、「親クラブの豊中 RC さんは、お医者さんが多く、
まじめな感じ、うちは商売人が多く、気楽な感じなんです。」と
も言っておられましたが、その通りのような気がしました。
会長になって、池田 RC 以外のクラブの方とお話するようにな
って、あらためて、クラブそれぞれ個性があるのだということに
気づけるようになりました。私が海外に出る毎に、日本の長所、
欠点に気付くのと同じように、他のクラブにお邪魔させていただ
くと、それぞれの特徴を知り、あらためて、池田 RC の良いとこ
ろ、そうでないところに気付くことができます。
今後、11 日（木）大阪中央 RC、15 日（月）池田くれは RC、
20 日（土）箕面 RC、最後に、6 月 16 日（日）豊中 RC の周年事
業に参加予定です。池田 RC の良さを再認識しながら、他クラブ
の良さも感じ取ってきたいなと思っています。
私たちの 65 周年記念例会も近づいてきました。65 年という重
みをかみしめながら、そして、今、みなさんといっしょに活動で
きている幸せを感じることができる素晴らしい会になるといい
なと思っています。

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
「介護業界の
現状と課題」
卓話者：幸田 伸明会員

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
（地区より）
① 第 2660 地区

✤ニコニコ BOX✤
宜孟

プログラム担当
ニコニコ 担当

幹事

井上

2019-20 年度のための

会員増強セミナー開催のご案内
（近藤会長エレクト、名村幹事エレクト、
次年度クラブ奉仕(長)豊田会員、
次年度クラブ増強(長)明石会員）
望月
吉岡

② ガバナー月信 4 月号配信のお知らせ
（会員各位）

永田
田中
加茂

✤出席報告✤
出席担当

橋本

昌也

会員

○ 会員数
30 名
○ 出席数
24 名
○ 出席率
85.71%
○ 前々々回
92.86％(3 月 6 日)
メーキャプ
林
功 （3/6 そねざき RC25 周年
記念式典）
近藤 修一 (3/2 PETS)
永田 大介 (3/20 箕面 RC)
豊田 修一 (3/20 ワールド大阪
ロータリーE クラブ)

北林
永田

寛崇
大介

会員
会員

裕子会長:三菱 UFJ モルガンスタンレーPB
証券株式会社の若林様、江原様、
今井様。望月様。禁煙推進ネッ
トワークより西様、ようこそお
いで下さいました。ありがとう
ございます。
宏子様:本日の卓話を拝聴に参りました。
崇会員:IM1 組（15 クラブ）ゴルフ大会で
3 位に入賞しました。ありがとう
ございました。
大介会員:次週、次々週欠席失礼致します。
孝史会員:本人誕生日を頂いて。
守会員:本日は卓話当番です。今井一雄さ
んにお願いしています。勤務先は
三菱 UFJ モルガンスタンレーPB
証券株式会社、プライベートウェ
ルスマネージャーです。よろしく
お願い致します。

✤お客さま紹介✤
SAA
江原

正志

岸上

宏司

会員

様

（三菱 UFJ モルガンスタンレーPB 証券株式会社
本店部長）

若林

正彦

様

（三菱 UFJ モルガンスタンレーPB 証券株式会社
本店福部長）

今井

一雄

様

（三菱 UFJ モルガンスタンレーPB 証券株式会社
プライベートウェルスマネージャー）

望月

宏子

様

３ 好意と友情を深めるか
西

洋壽

様

４ みんなのためになるかどうか

（池田市薬剤師会理事）

【夫人誕生日】
吉岡 たつ子

4.2

2018‐19 年度社会奉仕委員会より
世界禁煙デーIN 石橋 へ目録が手渡されました。

奥田

昌義

様

（東大阪 RC）

【結婚記念日】
奥村 勝彦
鶴原 英生
近藤 秀一

バナーの交換を行いました。

✤4 月お祝い✤
【会員誕生日】
田中 孝史
吉田 昌弘
鶴原 英生

✤前回の例会✤

「プライベートバンクと
ご資産家の現状」
今井

S34.4.21
S19.4.11
S34.4.29

S48.4.15
H1.4.
H6.4.2

一雄 様

三菱 UFJ モルガンスタンレーPB 証券株式会社
プライベートウェルスマネージャー
はじめに、プライベートバンクについて説明致しまし
た。
プライベートバンクはどの様な仕事をしているのか、
顧客、歴史的な背景、代表的なプライベートバンクや特
徴について一般的な説明を致しました。
次に、プライベートバンクが現在直面している問題点に
ついてお話させて頂きました。

池田ＲＣのテーマ「伝統と革新 目指そう INSPIRED 池田 RC
リーマンショックを契機に、タックスヘイブンを絡め
た大企業や資産家の不透明な資金な流れについて報道さ
れる機会が増えております。主要な顧客が資産家である
プライベートバンクはタックスヘイブンを絡めた取引に
関連するケースがあり、注目を集めております。プライ
ベートバンクも絡んだ本問題が社会に与えている影響を
含めて説明致しました。
続いて、資産家の現状を調査機関の資料に基づき説明

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

春の小川
春の小川は さらさら行くよ
岸のすみれや れんげの花に
すがたやさしく 色うつくしく
咲けよ 咲けよと ささやきながら
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

致しました。
資産家の定義、どのくらいの数の資産家が世界中にい

義捐金ＢＯＸ

るのか、どの国に居住しているか、過去と比較し、人口、
資産規模は増えているのか、全世界からアジアまで地域
別に説明致しました。資産家の趣味や嗜好品への投資状

3月27日時点残高

況、財産をどの様に所有しているか等にもふれ、資産家

4月3日分

の現状を説明致しました。

残高

147,366 円
730 円
148,096 円

最後に、資産家の所有している主要な財産について、
市場の背景をふまえて説明致しました。リーマンショッ
ク後の経済対策として、主要国政府と各中央銀行は前例

ポリオプラス基金

のない莫大な資金を市場に供給する等、大規模な財政、
金融政策を行いました。政策効果もあり、各国経済、及
び市場は持ち直し、現在まで良好な状態が続いていると
言われております。
その結果、資産家の所有している財産のほとんどの資

3月27日時点残高

24,619 円

4月3日分

542 円

残高

25,161 円

産価値は上昇し、高い水準で維持されております。株式、
債券や金利等、価値の推移をそれぞれ資産毎に説明させ

ニコニコ箱の累計

て頂きました。

4 月 3 日現在 1,005,000 円

4 月スケジュール
3

水

3130 例会

10

水

3131 例会

17

水

3132 例会

4 月 17 日（水）例会

「クラブアッセンブリー➂
・ガバナー補佐訪問」

ガバナー補佐訪問
クラブアッセンブリー➂
24

水

3133 例会 【65 周年記念例会】
4/24 池田 RC 創立記念日

担当：

柴田

宜孟

幹事

