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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

プログラム

連休の間に、ついに平成が終わり、令和の時代となりました。毎日は何

開会・点鐘

も変わらないのだけれども、なんだかわくわく、新たにがんばろうとい

ロータリーソング

う気持ちにさせてくれます。

シェイクハンド

平成最後の例会は、65 周年記念例会として、奇しくも池田ロータリ

ゲスト＆ビジター紹介

ークラブの誕生日である 4 月 24 日に立派に執り行うことができまし

出席報告

た。その後の祝賀会もにゃーん合唱団で最高に盛り上がることができま

会長挨拶

した。池田ロータリークラブらしいとても素敵な記念例会・祝賀会だっ

幹事報告

たと思います。65 周年実行委員会の皆様には、本当にお世話になりま

委員会報告

した。多大なるご尽力に敬意を評し、深く感謝申し上げます。ありがと

ニコニコＢＯＸ

うございました。

本日の卓話

その二次会でもお話が出ましたが、まだ正式ではございませんが、令
和の最初の例会にふさわしいうれしいご報告があります。木平昌男会員
のお嬢様の朝子さまが、入会希望の意思表示をしてくださいました。順

本日の卓話

調に進めば、今年度内にもう一人仲間が増えます。何度お誘いしても、
なかなか首を縦に振っていただけなかったのですが、祝賀会でお父様や
お母様の写真を見て決心できたそうです。帰りの車の中での「今日の記
念例会の最高の収穫かもしれない。」という柴田さんの言葉に、「そう
言ってもらえるとうれしい。」とも言っておられました。正式入会され
た際には、皆さんといっしょに大歓迎したいと思います。

「市政施行 80 周年
に想う」
卓話者：倉田薫前池田市長

うれしいニュースが続き、最近、池田ロータリーが、なんだかちょっ
と元気に若返っているように感じます。70 周年の記念式典には、もっ
と元気なクラブになっていることを夢見て、令和の最初の例会の会長挨
拶とさせていただきます。

担

当：鶴原

英生会員

四つのテスト

１ 真実かどうか

✤ニコニコ BOX✤

✤幹事報告✤
柴田

宜孟

（近藤会長エレクト）
➁ 18‐19 年度グローバル補助金受付再開
のお知らせ
（井上会長、柴田幹事、
財団委員長、国際奉仕（長）暮部会員）
➂ 「ロータリーデー2750 フェスタ 2019」ご案内
（会員各位）
➃ 春のライラセミナーご案内確認
（参加者各位）
➄ 2019‐20 年度 RI 第 3 ゾーン「戦略計画推進
セミナー」ご案内
（近藤会長エレクト）
➅ 豊中南ロータリークラブ創立 50 周年
ご臨席の御礼
（井上会長、柴田幹事）
⑦ 箕面ロータリークラブ創立 50 周年
ご臨席の御礼
（井上会長、柴田幹事）

✤出席報告✤
橋本

昌也

○ 会員数
30 名
○ 出席数
26 名
○ 前々々回
89.29％(4 月 3 日)
メーキャプ
近藤 秀一 （4/1 船場 RC）

プログラム担当
ニコニコ 担当

幹事

（地区より）
① 「2019‐20 年度のための地区研修・協議会」
出席の御礼

出席担当

２ みんなに公平か

会員

井上

北林
永田

寛崇
大介

会員
会員

裕子会長:本日は冨田市長様をはじめ、多く
の皆様にご臨席を賜り有難うご
ざいます。また実行委員会の皆
様にはお世話になります。どう
かよろしくお願い致します。
橘高又八郎会員:皆出席をいただいて。今日、表彰
されるとは・・・。
明石
巧会員:65 周年記念例会おめでとうござ
います。
岸上 宏司会員:めでたく迎えた 65 周年記念例会。
実行委員会の皆様お世話になり
ます。
吉岡
崇会員:65 周年おめでとうございます。
奥村 昌也会員:65 周年おめでとうございます。
林
功会員:周年記念！
田嶋也寸志会員:さあ、今から祝賀会！大いに盛り
上がっていきましょう！
近藤 秀一会員:65 周年おめでとうございます。
暮部 光昭会員:65 周年おめでとうございます。
田中 孝史会員:祝・歴史伝統ある池田ロータリー
クラブ 65 周年おめでとうござい
ます。
柴田 宜孟会員:祝 65 周年記念例会。
加茂
守会員:池田ロータリークラブ 65 周年
おめでとうございます。
名村研二郎会員:創立 65 周年おめでとうござい
ます。また、ご来賓の方々
ご臨席ありがとうございます。
豊田 修一会員:65 周年記念例会おめでとう
ございます。奇しくも平成の
最後となりました。次の令和
時代に向け楽しい歴史を作り
ましょう。
南 みどり会員:65 周年、いよいよ本番です。
よろしくお願いします。
北林 寛崇会員:本日よろしくお願い致します。
橋本 昌也会員:本日はつたない司会にお付き
合い頂きまして、ありがとう
ございます。

３ 好意と友情を深めるか
来賓のご紹介
冨田 裕樹様（池田市長）
小林 弘典様（池田市教育委員会教育課長）
吉岡 靖子様（さくら幼稚園園長）
室井 沙樹様（子供ニャーン派遣者）
重本由佳里様（子供ニャーン派遣者）
南 いづみ様（子供ニャーン派遣者）

✤65 周年記念式典例会✤

４ みんなのためになるかどうか
柴田
豊田

宜孟会員
修一会員

連続 7 年
連続 5 年

65 周年
記念事業行委員長
田嶋也寸志会員
～国際奉仕事業ベトナム
ニャーンについて～

～ベルクラシック空港～
開会点鍾 ：18:30
祝 宴
: 19:00

井上会長、近藤会長エレクトによるケーキ入刀
～池田ロータリークラブ創立 65 周年をお祝いして～

《皆出席表彰》

徳永 昭夫会員
橘高又八郎会員
近藤 秀一会員

連続 41 年
連続 31 年
連続 13 年

ニャーン合唱団
～大成功に終わりました～
♪Little Light of mine♪
♪うえをむいて歩こう♪

池田ＲＣのテーマ「伝統と革新 目指そう INSPIRED 池田 RC
5 月スケジュール
1

水

休会（祝日週）

8

水

3134 例会

15

水

3135 例会

4月17日時点残高

22

水

3136 例会

4月24日分

クラブフォーラム④
29

水

休会（第 5 週）

義捐金ＢＯＸ
149,745 円
1,071 円

残高

150,816 円

ポリオプラス基金

4月17点残高

26,183 円

4月24日分
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

1,000 円

残高

27,183 円

「我等の生業」
我等の生業さまざまなれど
集いて図る心はひとつ
求むるところは平和親睦
力むるところは向上奉仕
おゝロータリー
我等の集い

ニコニコ箱の累計
4 月 24 日現在 1,111,000 円

5 月 15 日（水）例会
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

「こどもの人権について」
コメント：「自分の立場や体験から
感じている、こどもの
人権について、お話し
させて頂きます。」

担

当：名村

研二郎

会員

