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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

春の訪れをあちこちに感じられるようになりました。そんなわくわくす
るような季節に、（株）ポプラコーポレーション代表取締役の幸田伸明
様を新会員としてお迎えすることができ、こんなにうれしいことはあり
ません。JC の新年会で初めてお目にかかった時の第一印象も素晴らし
く、是非ご入会をとお願いして以来、今日のこの日を心待ちにしており
ました。そして今日からは、新会員の幸田さんが早く私たちに溶け込ん
で、池田ロータリーの良さを感じ取り、「入会してよかった」と実感し
ていただくことが大切です。幸田さんが生き生きと池田 RC で活動され
ている姿を見て、また次の若いお友達が入会したくなる、という素敵な
連鎖が動き出すことを期待しています。
さて、今日は私事で恐縮ですが、去る 3 月 3 日海遊館ホールで、大
阪府歯科衛生士会のお招きで講演をしてきましたので、その時の内容を
少しお話しさせていただきます。お子さんやお孫さんのためになるお話
しですので、ぜひ、ご家庭に持ち帰っていただけたらと思います。
歯並び・かみ合わせの悪いことを不正咬合と呼びますが、皆さんは予
防できる不正咬合があるのをご存知でしょうか？不正咬合の原因には、
先天的なものと後天的なものがあり、後天的である場合には予防が可能
です。しかし昨今、この後天的原因による不正咬合が増加傾向にあると
感じています。
考えられる原因のトップが口呼吸です。お口を開いている子どもが増
えています。多くのお母さん方が、お子さんの口が開いたままになって
いることに気づいていないことも問題です。お口が開いていると、普段
の舌の位置が低くなったり、正しい飲み込み方ができなくなったりしま
すので、その結果、歯並びが悪くなってしまうことがあるのです。
そして、お口を開いている子に共通するのが姿勢の悪さです。姿勢が
良いのに、お口がぽかんと開いている方を見たことがありますでしょう
か？残念なことに、最近は姿勢の良い子をみつけるのも難しくなってい
るように感じます。家庭では正座の機会がなくなり、学校でもそれほど
厳しく言われなくなったようです。前かがみにゲームをする時間が増
え、益々悪くなる一方です。
お子さんやお孫さんの姿勢は大丈夫でしょうか？お口は閉じてます
か？子どもを取り巻く大人たちのちょっとした知識や声かけで、不正咬
合が予防できればどんなに素晴らしいでしょう！是非ご家庭で、お子さ
んやお孫さんの様子を観察してあげてください。

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
「介助犬活動に
ついて」
卓話者:北澤

光大様

（兵庫介助犬協会理事長）

担当：田中

孝史会員

四つのテスト

１ 真実かどうか

✤幹事報告✤
柴田

✤ニコニコ BOX✤
宜孟

プログラム担当
ニコニコ 担当

幹事

（地区より）
① 2 月ロータリーレートのお知らせ

井上

（会員各位）
➁ 2019-20 年度のための地区研修・協議会
のお知らせ
（近藤会長エレクト、名村幹事エレクト）

岸上

➂ 2018-19 年度第 4 回 IM 第 1 組会長・幹事会
議事録送付の件
（井上会長、柴田幹事）
➃ 2019-20 年度地区補助金申請受付開始
のお知らせ
（近藤会長エレクト、名村幹事エレクト）
➄ 「春の RYLA セミナー」開催のご案内
ならびに受講生ご推薦のお願い
（井上会長、柴田幹事、青少年奉仕(長)鶴原
会員、RAC 担当北林会員、
米山奨学会担当永田会員）

✤出席報告✤
出席担当

橋本

２ みんなに公平か

昌也

○ 会員数
29 名
○ 出席数
23 名
○ 出席率
85.19%
○ 前々々回
81.48％(2 月 6 日)
メークアップ
井上 裕子 （1/23 理事会）
田中 孝史 （1/23 理事会）
田嶋也寸志 （1/23 理事会）

会員

林
柴田
永田

加茂
奥村

北林
永田

寛崇
大介

会員
会員

裕子会長:2 回も例会を休ませていただき
ご迷惑をおかけしました。豊田副
会長はじめ、皆様にはお世話にな
りありがとうございました。今日
から気分も新たに頑張らせていた
だきますので、よろしくお願い致
します。
宏司会員:親愛なる元ガバナー補佐の熊澤
さんから 3 月 20 日（水）豊中千里
RC 例会へのお誘いを頂きました。
一昨年の当クラブホストの IM ロ
ータリーデー講師、池間哲郎市が
ゲストスピーカーとして来られ
ます。
功会員:早退のお詫び。
宜孟会員:皆出席を頂いて。
大介会員:職務上の都合で、年始例会以来の
暫くぶりになってしまいました。
もう 2 週間ばかり書類に追われま
すが、可能な限り出席に努めます。
守会員:ポールハリスフェロー記念品あ
りがとうございます。
勝彦会員:卓話当番です。よろしくお願い致
します。

３ 好意と友情を深めるか
✤皆出席✤
入会年月日
柴田 宜孟

４ みんなのためになるかどうか
✤前回の例会✤

H22.2.10

「お昼のエッセイ
奥村 勝彦

私の平成」
会員

(1)いよいよ 4／末で平成時代は終わりますが、
卓話当番の機会に自分なりに平成を振り返っ
てみたいと思います。
(2)今や国独自の年号を持つ国は日本のみです。
最初の年号は 645 年の「大化」に始まり、平成

✤お祝い✤

まで 247 の年号が存在します。その間途絶える
ことなく延々と続いてきた日本の歴史と伝統
に改めて感動を催します。素晴らしいものです。
今のように一世一元になったのは明治以降で
すから、それまでの一元号は 5、6 年といった

加茂 守 会員
ポールハリスフェロー

短期間であったようです。
(3)日本に西暦という時間軸が入ってきたのは
キリスト教伝来の頃と思われますが、実際に活
用され出したのは明治に入ってからです。だか
PHF

認証

らこの 150 年間日本人は元号と西暦とを上手
く使い分けてきたのです。
(4)皆さんは西暦派？元号派？(挙手をして貰っ
た結果、圧倒的に元号派でした)
私は昭和時代はほとんど元号使用でしたが、平
成に入ってからは逆に完全な西暦派になりま
した。仕事柄もありますが、今更新しい時間軸
に頭がついていかなかったのだと思います。
(5)さて平成ですが、お手元にある新聞社の平成
に関する世論調査結果を用意しました。まず平
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成時代のイメージ調査結果ですが、やはりとい

(10)今の私にはうめき声しか出ませんが、ただ

いますか、不安定が 53%でトップ、続いて停滞
が第２位でした。あれだけの大災害やバブル崩
壊、政権交代などがあった訳ですから当然とい
えば当然の結果だと思います。昭和末期のバブ
ル時代から見ますとこの 30 年で明と暗が逆転

ひたすら次の時代が安寧な時代でありますよ
う心から祈念申し上げ話を終わります。ご静聴
ありがとうございました。

しました。
(6)さらに興味深いアンケートは「今幸福です
か？」「生活水準はどの位ですか？」に対する
回答です。
不安定で停滞感があり、更に格差社会と言われ
ながらも、60%以上の人が「どちらかと言えば
幸福で」「自分は中流家庭」と認識していると
の内容でした。
(7)この結果に対してある評論家は日本人の持
つ「わすれまい」という心情と「忘れよう」と
いう思いを両立させる不思議な文化で良い意
味での「しぶとさ」だと評していましたが、な
るほどと思いました。

３月スケジュール
6

水

3127 例会

13

水

3128 例会
クラブフォーラム③
(夜間例会/
インフォーマルミーティング)

20

水

休会（祝日週）

27

水

3129 例会

(8)最後に私にとっての平成ですが、年齢的に
45 歳から 75 歳で、社会的にも会社におきまし
ても、昭和時代に培った経験や知識を存分に発
揮できる立場にありました。その意味からは充
実した時代であったように思います。
(9)しかし、私と同世代の著名な識者たちは次の
ようにその著作で述べています。
「世の中を動かすようになった世代でありな
がら、その責任を果たしたかと自問する必要が
ある。何故ならばこの 30 年間は世界の大きな
変化に日本経済が取り残された時代であった
からでこの時代を通じて日本経済の国際的地
位は継続的に低下した」そしてここで重要なこ
とは「努力したけれど取り残された」のではな
く「大きな変化が生じていることに気づかなか
ったために取り残された」ということを忘れて
はいけない。

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

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
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
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義捐金ＢＯＸ

2月20日時点残高

144,521 円

2月27日分

813 円

残高

145,334 円

ポリオプラス基金

2月20日時点残高

22,156 円

2月27日分

583 円

残高

22,739 円

ニコニコ箱の累計
2 月 27 日現在

891,000 円

3 月 13 日（水）例会
「クラブフォーラム
兼インフォーマルミーティング」
場所：クレハクラブ
時間：18：30～21:00

