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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

紫陽花の美しい季節になりました。私は紫陽花が大好きで、雨の多いこの季節、
どうかすると気も滅入りがちなのですが、紫陽花はいつも私を元気にしてくれ
ます。
今日は、新会員の宮田雅章様を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。ご入会いただきありがとうございます。結構みんな年寄り！
なのに、明るく愉快な池田ロータリーの仲間たちに、すぐに溶け込んでいただ
けるものと思っています。よろしくお願いいたします。
さて、去る 6 月 2 日日曜日は、春の親睦旅行でした。28 名の参加で、朝早
く（開館前！）から灘の神戸酒心館の見学、クルーズ船コンチェルトでのラン
チ＆じゃんけんゲーム＆ハッシーの熱唱、そして”真昼の決闘”ならぬ”真昼の二
次会！”そして”三次会！”と、とても楽しいひとときを過ごすことができまし
た。親睦委員会の皆様にはとてもよくしていただき、本当にありがとうござい
ました。この親睦旅行で、今年度の大きな行事はすべて終わりました。私の任
期も１ヶ月足らずとなりましたが、最後まで気を抜かずにがんばりたいと思い
ますので、どうかよろしくお願いいたします。
もうひとつうれしいこと！ベトナムのビンくんからメールが届きましたの
で、一部抜粋して紹介させていただきます。
＊＊＊＊＊
ランチャン幼稚園の先生方には大変喜んで頂きました。
「ありがとう」と伝えてねと何回も何回も言われました。
本当にありがとうございました。
池田ロータリークラブの方々のおかげで、ランチャン幼稚園の子供たちは毎日
美味しく暖かいご飯を食べられるようになりました。
そして、皆様から頂いた物心両面を生かして、子供たちを成長させたいとのこ
とでした。
僕としては、これからも日越両国間の架け橋としてもっと頑張りたいと思いま
すので、何かありましたら、是非御声をおかけくださいませ。
今後とも御指導・御鞭撻の程、よろしくお願いいたします。
P/S: 池田ロータリークラブの方々に有難うとお伝えください。
＊＊＊＊＊

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
「こどもミュージアム
プロジェクトが目指すもの」

卓話者：後藤 昌代様
（株）宮田運輸
執行役員国際ＣＳＶ

こういう便りを読むと、奉仕活動をすることによって、喜んでいただいた相
手から、それ以上かもしれない喜びや幸せな気分をもらえてる！”He profits
most who serves best”って、もしかして、こういうことかも？と勝手に納得し
ている私です。近藤年度も、奥村年度も、みんなで素敵な活動を続けていきま
しょう。

事業部長

担当：南

みどり会員

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✤
✤ニコニコ BOX✤
柴田

宜孟

幹事

（地区より）
① 2019‐20 年度地区補助金申請受付延長
（二次申請受付開始）のお知らせ
（井上会長、柴田幹事、
近藤会長エレクト、名村幹事エレクト、
吉岡国際奉仕委員長、南社会奉仕委員長、
暮部財団委員長）
➁ 2018‐19 年度 IM 第 1 組フレッシュロータリア
交流会開催のご案内
（井上会長、柴田幹事）

✤出席報告✤
出席担当
○ 会員数
○ 出席数
〇 出席率
○ 前々々回
メーキャップ
鶴原 英生

橋本

昌也

会員

30 名
25 名
89.29％
93.10%(4 月 24 日)
会員（4/15 ワールド大阪
ロータリーＥクラブ）

プログラム担当
ニコニコ 担当
井上

北林
永田

寛崇
大介

会員
会員

裕子会長:ベトナムの保育施設の給食環境
の整備（こどもニャーン）のミ
ッション大成功に終了できまし
た。池田で応援してくださった
皆様も含め、ありがとうござい
ました。
橘高又八郎会員:皆出席の御祝を頂いて。
岸上 宏司会員:ベトナム国際奉仕活動お疲れ様
でした。
吉岡
崇会員:ベトナム訪問団疲れました。チャ
ンアンホワールでのボートは思
い出になりました。（田嶋さん
ありがとう。）
田嶋也寸志会員:こどもニャーン無事終了。大成功
でした。
暮部 光昭会員:ベトナム訪問団の皆様、お疲れ様
でした。そしてありがとうござい
ました。
永田 大介会員:こどもニャーンプロジェクト現
地訪問団の皆様、お疲れ様でした。
田中 孝史会員:結婚記念日の品を頂いて。
名村研二郎会員:無事にベトナムから帰国しまし
た。皆様のご協力や気持ちを頂き、
大成功であったと思います。貴重
な体験をありがとうございまし
た。
豊田 修一会員:こどもニャーン訪問から無事帰
ってきました。事故がなかったこ
とでまずホッとして、訪問先にも
のすごく喜ばれたことにさらに
ホッとしました。ありがとうござ
いました。
南 みどり会員:６５周年ニャーン団に参加させ
ていただき、感動をいただき、
ありがとうございます。
橋本 昌也会員:初めての国際事業に参加させて
いただき、貴重な経験をさせてい
ただき、ありがとうございました。

３ 好意と友情を深めるか
幸田

伸明会員:先週は急用の為、失礼しまし
た。名村さんの卓話聞きたか
ったです。

４ みんなのためになるかどうか
＊ニャーン派遣者（重本様、室井様、南様）
によるレクリエーションの時間

✤前回の卓話✤

「クラブフォーラム」
担当：豊田 修一 副会長
～国際奉仕事業
ベトナムニャーン報告～
＊ランチャン幼稚園にて

＊目録の贈呈

＊記念品（トトロの時計）贈呈

＊記念プレートと給食室

池田ＲＣのテーマ「伝統と革新 目指そう INSPIRED 池田 RC

6 月スケジュール

義捐金ＢＯＸ

2

日

春の家族親睦会（例会外行事）

5

水

3137 例会

12

水

3138 例会

5月22日分

19

水

3139 例会

残高

26

水

3140 例会（三役退任挨拶）

5月15日時点残高

152,615 円
820 円
153,435 円

ポリオプラス基金

5月15日点残高

28,447 円

5月22日分

370 円

残高

28,817 円

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
それでこそロータリー

ニコニコ箱の累計
5 月 22 日現在 1,239,000 円

どこで会っても やあと言おうよ
見つけた時にゃ おいと呼ぼうよ
遠い時には 手をふり合おうよ
それでこそ ローローロータリー

6 月 12 日（水）例会

「

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

酒

」

コメント：お酒のよもやま話
～酒についていろいろ少し話
をしたいと思っています～

卓話者

：吉田

昌弘

会員

