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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

皆さま こんにちは。早、夏の到来を思わせるような日が続き
ましたが、体調を崩された方はおられませんでしょうか？
さて、去る 5 月 12 日日曜日、ホテルグランビアで開催された
ローターアクト地区年次大会に、北林会員、橋本会員といっしょ
に出席してきました。池田 RAC の名前が出ると身を乗り出してい
る自分の親バカぶりに、昔の自分の子どもたちの発表会の時と同
じだわと苦笑しておりました。3 年前に参加させていただいた時
よりも、大会はよりバージョンアップしており、若者らしい動画
をふんだんに使った生き生きとした大会でした。
その 3 年前というのは、柴田会長の下、青少年奉仕委員長＆RAC
担当を兼任させていただいた時なのですが、その時初めて RAC と
深く関わるようになり、こんなに素敵な活動があるんだというこ
と、他の社会、国際、職業奉仕などと違い、私たちの取り組み方
が、若者の活動姿勢に直接大きな影響を与えているんだというこ
とを知り、責任の重大さを認識しました。今年度は、前半は鶴原
委員長も、後半忙しくなられてからは、北林 RAC 担当がしっかり
支えてくれました。ありがとうございました。
その成果もあって、意義あるローターアクト活動賞に、池田市
パラスポーツフェスタが選ばれ、地区では総合８位になり、宇野
会長の掲げた一桁入りを達成することができました。また、南会
員のご子息は、16 人の新人賞の中に入られました。親バカの私は
大満足で、子どもたちを誇りに思いました。
先日の箕面ロータリーの 50 周年祝賀会の乾杯の挨拶でもお礼
申し上げたのですが、今の RAC の vivid な活動は、箕面 RC の皆
さんのサポートも大きいと感じています。感謝の気持ちを忘れな
いように、そして、あまり甘えてばかりいないようにとも思いま
した。
RAC を提唱し続けることは、財政的にも負担の大きいものです
が、バリーラシン会長も RAC の活動を支えることの大切さを強調
されていますし、私もそう思います。来年度からは、橋本会員が
RAC の地区委員として出てくださいます。ありがとうございます。
これからも、みんなで RAC の活動をしっかり応援していきましょ
う。

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
「子どもの人権
について」

卓話者：名村研二郎会員

四つのテスト

１ 真実かどうか

✤ニコニコ BOX✤

✤幹事報告✤
柴田

２ みんなに公平か

宜孟

プログラム担当
ニコニコ 担当

幹事

（地区より）
① クラブ周年行事予定（報告のお願い）
（近藤会長エレクト、名村幹事エレクト）
➁ 2019‐20 年度ガバナー月信配布について
（近藤会長エレクト、名村幹事エレクト）
➂ 5 月度ロータリーレートのお知らせ
1 ㌦＝112 円
➃ 豊中ロータリークラブ 60 周年記念式典・
祝宴のご案内
（井上会長、柴田幹事）
➄ 地域雑誌「ロータリーの友」購読数
についてのお願い
（柴田幹事）
➅ ガバナー月信 5 月号配信のお知らせ
（会員各位）
（池田市都市提携委員会）
⑦ 平成 31 年度池田市都市提携委員会総会
の開催について（ご案内）
（井上会長）

北林
永田

井上

出席担当

橋本

昌也

○ 会員数
30 名
○ 出席数
24 名
○ 前々々回
85.71%(4 月 10 日)
メーキャップ
岸上 宏司（3/31 IM ゴルフ会）

会員

会員
会員

裕子会長:倉田前市長様、田中ガバナー補佐
エレクト様、本日はお忙しい中
ありがとうございます。65 周年
事業大成功、新会員入会予定、
ビン君の結婚、世界禁煙デーIN
石橋無事終了！池田ロータリー
クラブ、バンザ～イ！
徳永 昭夫会員:皆出席を頂いて。まだまだ元気で
いきたいと思います。
北野 紀之会員:65 周年記念例会、欠席申し訳あり
ませんでした。深く反省しており
ます。
田嶋也寸志会員:連休最終日、お城の階段から落ち
て足首を負傷してしまいました。
みなさん気をつけましょう。
近藤 秀一会員:JAL システム障害でておりますの
で、早めに空港へ行きます。羽田
へ飛びます。
永田 大介会員:本人誕生日をいただいて。気がつ
けば 43 になっていました。
福林 愼二会員:65 周年記念例会、実行委員会の
方々お疲れ様でした。ありがとう
ございました。
名村研二郎会員:本人誕生日をいただいて。
奥村 勝彦会員:夫婦そろって誕生月です。お祝い、
ありがとうございます。

✤お客様紹介✤
✤出席報告✤

寛崇
大介

倉田 薫 様（前池田市長）
田中隆弥ガバナー補佐エレクト様
（池田くれは RC）

３ 好意と友情を深めるか

４ みんなのためになるかどうか

✤5 月お祝い✤

✤前回の卓話✤

会員誕生日：
清瀧 一也 T13.5.31
奥村 勝彦 S19.5.14
名村研二郎 S46.5.12
北林 寛崇 S49.5.16
永田 大介 S51.5.6

「～市政 80 周年に想う～」
倉田 薫 様（前池田市長）
〇創世期 昭和 14 年(1939)～昭和 22 年（1947）
池田町・細河・秦野・北豊島村（36,000 人）の合併で

夫人誕生日
奥村 玉美

大阪府下 6 番目の市（昭和 15 年 12 月）

5.30

混乱⇒喧騒⇒議会解散命令
市政の刷新改善は緊張の要請にして
池田市におけるこれか解決は市会の解散あるのみ
⇒市民力の台頭（池田市愛市推薦同盟）
〇成長期
新憲法下初の公選市長誕生から 7 期 28 年の意味する
もの
「住人で得するまち」
「小学校区・1 公立幼稚園・公立保育所」
「日本一安くておいしい水」「文化・教育都市建設」

結婚記念日
田中 孝史

S61.5.25

〇成熟期 昭和 50 年(1975)～平成 7 年(1995)
ハード面の継続事業

一庫ダム（1982）・池田井駅前

再開発（1987）
蘇州市との友好都市締結（1981 年 6 月）、共同利用施
設建設
池田市財政の膨張と行財政改革

中曽根臨調行革

バブル経済とその崩壊から財政危機へ

池田ＲＣのテーマ「伝統と革新 目指そう INSPIRED 池田 RC

〇再生（改革）期 平成 7 年
（1995）～平成 27 年(2015)

ポリオプラス基金

阪神大震災により安全なまちづくりが求められる
ワースト 2 位（夕張市に次いで）からの脱却⇒行財政
改革の連続

4月24点残高

2001 年には教育大学付属池田小事件⇒池田市安全パ

5月8日分

トロール隊
地方分権改革⇒地域主権改革⇒地域分権制度発足（統

27,183 円
710 円

残高

27,893 円

治機構改革）
財政改革、分権改革の成果⇒財政調整基金 51 億円（過

義捐金ＢＯＸ

去最高額）
「教育日本一・子ども子育て日本一・池田のまち、み
んなまとめてテーマパーク」

4月24日時点残高

150,816 円

5月8日分
＊新創生期 平成 27 年（2015）～

1,049 円

残高

151,865 円

人口減少期の到来を前に全てを見直して再構築！

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

22

水

3136 例会
クラブフォーラム④

29

水

ニコニコ箱の累計
5 月 8 日現在

1,170,000 円

5 月 22 日（水）例会

休会（第 5 週）

「クラブフォーラム④」
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
「みかんの花咲く丘」
みかんの花が 咲いている
思い出の道 丘の道
はるかに見える 青い海
お船がとおく 霞んでる
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

担当：豊田

修一

副会長

