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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

新緑の眩しい季節となりました。皆様、ご健勝にてご活躍のことと
存じます。
本日は、青山快玄ガバナー補佐様においで頂きまして、誠にありがと
うございます。後ほどのアッセンブリーでは、よろしくご指導のほどお
願いいたします。
さて、先週木曜日、65 周年事業実行委員会のみなさんといっしょに、
記念例会の会場であるベルクラシックの下見に行ってまいりました。想
像以上に素敵な会場でした。私はその後、大阪中央ロータリークラブの
35 周年記念式典に参加しなければなりませんでしたので、ほんの少し
の参加となりましたが、これまた想像以上に素敵な企画がなされている
ようでした。実行委員の皆様、本当にご苦労様です。ありがとうござい
ます。まだ、少しお席にゆとりがあるようですので、平日ではあります
が、奥様、お子様をお誘いいただけるとうれしいです。よろしくお願い
いたします。
その後、大阪中央 RC の 35 周年記念式典およびコンサート、一昨日
には、池田くれは RC の 35 周年記念式典に参加して参りました。それ
ぞれのクラブの良さが滲み出た素晴らしい式典および祝賀会でした。多
くの周年式典に参加しなければならない年に会長になったことをずっ
と後悔していた私でしたが、今週の収穫は、「さすがに毎週顔を合わせ
ていっしょに食事をしていると、人間親しくなるものだ。」ということ
です。今年度から７RC 体制から 15RC 体制になり、立派なホテルの広々
とした会場での会長幹事会では、名刺交換すれども顔は覚えられず・・
という状況でしたが、ここへきてみんな友達という雰囲気になってきま
した。それはやはりみんなの根底にロータリー精神が植えつけられてい
るからだと感じます。式典の多い年の会長だからこそ貴重な経験をさせ
ていただいていると感謝の気持ちさえ芽生えてきました。ありがとうご
ざいます。
来週の 4 月 24 日の記念例会の日には、池田 RC は 65 歳のお誕生日
を迎えます。シカゴ RC の子クラブのひとつとして大阪 RC が生まれ、
その大阪 RC の４番目の子クラブとして池田 RC は生まれ、その後５つ
の子クラブ、５つの孫クラブ、１つのひ孫クラブに恵まれてきました。
縦にも横にも広がるロータリアンの一員であることに誇りを感じなが
ら、残りの２ヶ月半を乗り越えたいと思っています。どうかよろしくお
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
「クラブアッセンブリー➂
・ガバナー補佐訪問」

担当：柴田

宜孟幹事

四つのテスト

１ 真実かどうか

✤幹事報告✤
柴田
（地区より）
① 2019‐20 年度

２ みんなに公平か
✤ニコニコ BOX✤

宜孟

プログラム担当
ニコニコ 担当

幹事

ロータリー財団地区補助金

の使用推奨について
（井上会長、近藤会長エレクト、
財団(長)暮部会員、社会奉仕(長)田中会員、
国際奉仕(長)暮部会員、
次年度社会奉仕(長)南会員、
次年度国際奉仕(長)吉岡会員）
② 2018‐19 年度 RI 第 2660 地区 IM
第 1 組会長・幹事会及び懇親会のご案内
（井上会長、柴田幹事）

北林
永田

井上

夫人誕生日：幸田

出席担当

橋本

昌也

○ 会員数
30 名
○ 出席数
23 名
○ 出席率
82.14%
○ 前々々回
89.29％(3 月 13 日)
メーキャプ
近藤 秀一（3/7 御堂筋 RC）
暮部 光昭 (3/6 理事会)
田中 孝史 (3/6 理事会)

会員

会員
会員

裕子会長:ニャーン合唱団の猛練習ご苦労
様です。みんなで頑張りましょ
う。
橘高又八郎会員:梅ちゃん桜満開、夜来風雨の声、
花落ちること多少を知る
林
功会員:早退のお詫び。
奥村 勝彦会員:今日記念品いただきました。
ありがとうございます。
南 みどり会員:ニャーン合唱団練習遅れました。
外から聞こえてくる歌、とても良
かったです！
幸田 伸明会員:誕生日祝いありがとうございま
す。今後ともどうぞよろしくお願
い致します。

✤お祝い✤

✤出席報告✤

寛崇
大介

真理子

4.6

３ 好意と友情を深めるか
✤前回の例会✤

「介護業界の現状と課題」
幸田 伸明 会員

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
4 月スケジュール

義捐金ＢＯＸ

3

水

3130 例会

10

水

3131 例会

17

水

3132 例会

4月10日分

ガバナー補佐訪問

残高

4月3日時点残高

148,096 円
700 円
148,796 円

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

ポリオプラス基金

4月3日時点残高

25,161 円

4月10日分
残高

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
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
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

450 円
25,611 円

ニコニコ箱の累計
4 月 10 日現在 1,027,000 円

4 月 24 日（水）例会
「池田ロータリークラブ
65 周年記念例会」
場所：ベルクラシック空港
受付開始
：18:00～
記念式典開会：18:30～
祝宴
：19:00～

