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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

本格的な梅雨入りも間近となりました。みなさま、お元気でお過ごし
でしょうか？
本日は、先週に続いて、新会員の木平朝子（ともこ）さまをお迎えす
ることができ、こんなにうれしいことはありません。みなさまご存知の
ように、朝子様は 1981 年~1982 年度会長木平昌男様のお嬢様で、60
周年の時も木平昌男会員をお連れくださっていました。3 人姉妹の次女
で歯科医師になられた朝子さんは、お父様にとって懐刀のような存在だ
ったようで、先日少しお話しさせていただいた時も、お父様が会長当時
副会長だった小俣さんのこともよくご存知でした。ずっと以前より入会
いただくようお誘いしておりましたのに、お母様の介護でたいへんなの
でと、なかなか首を縦に振ってくださらなかったのですが、先日の 65
周年例会の際に、スライドに映し出されたお父様やお母様のなつかしい
お姿を見たのをきっかけについに決心くださいました。ただ、なかなか
時間が作れないというのには変わりはないため最後まで入会を躊躇さ
れていましたが、「参加できる時には参加、無理な場合には欠席で構い
ませんので」とお話しし、ご入会いただきましたことを、みなさまにも
ご理解いただけましたら幸いです。通常の新会員のようにはいかないと
思いますが、ロータリの良さは十分にご存じの方ですので、どうか皆さ
まよろしくお願いいたします。
もうひとつ、うれしいご報告です。今年度、ロータリー賞を受賞でき
る可能性が高くなりました。池田 RC はこれまで、ロータリー賞の受賞
経験もなく、あまり関心も払ってこなかったという状況でしたが、今年
度の山本ガバナーは、ガバナー訪問でもご説明されていましたように、
ロータリー賞を目指すようかなり熱心に inspire され続けておられまし
た。難しいと思っていましたが、みなさまのご尽力のおかげで受賞の資
格をクリアできたようで、先日申請しました。晴れて承認されれば、次
回の地区大会で近藤会長が表彰されるそうです。その日を楽しみに待ち
たいと思います。
最後にお詫びです。来週もう一度だけ、学会出席のため例会を欠席さ
せていただきます。誠に申し訳ありませんが、豊田副会長にお願いして
おりますので、どうかよろしくお願いいたします。今度お目にかかれる
のは今年度最終例会です。最後まで頼りない会長でしたが、皆様のおか
げで無事 1 年を終われそうです。後少し、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
「

酒

」

卓話者：吉田 昌弘会員

四つのテスト

１ 真実かどうか

✤幹事報告✤
柴田

２ みんなに公平か
✤出席報告✤

宜孟

幹事

（地区より）
① 青少年交換プログラム 2019‐20 年度
（2020‐21 年度派遣）学生募集のご案内
（近藤会長エレクト、名村幹事エレクト、
次年度青少年委員長橋本会員）
② 2018-19 年度「ロータリー賞」申請について
のご案内
（井上会長、柴田幹事）

出席担当

橋本

昌也

会員

○ 会員数
30 名
○ 出席数
24 名
〇 出席率
82.76％
○ 前々々回
92.86%(5 月 8 日)
メーキャップ
北林 寛崇（4/27 禁煙デー石橋）
田中 孝史（4/27 禁煙デー石橋）
鶴原 英生
（5/13 ワールド大阪
ロータリーＥクラブ）

➂ 「2019 年度規定審議会報告書」の対応
について
（井上会長）
➃ 2019-20 年度 クラブ社会奉仕・国際奉仕・
合同委員長会議のご案内
（次年度社会奉仕委員長南会員、
次年度国際奉仕委員長吉岡会員）

✤ニコニコ BOX✤
プログラム担当
ニコニコ 担当

➄ 大阪ミレニアルズロータリー衛生クラブ
創立記念行事のご案内
（井上会長、近藤会長エレクト、柴田幹事、
名村幹事エレクト、
青少年奉仕委員長鶴原会員、
次年度青少年奉仕委員長橋本会員）
（米山奨学会より）
➅ 感謝状（礼状）及び法人申告用
領収証送付の件
（会員各位）

井上

北林
永田

寛崇
大介

会員
会員

裕子会長:後藤昌代様、卓話の為にお越しい
ただき、ありがとうございます。
宮田雅章様、ご入会いただき、
ありがとうございます。先日の
親睦旅行とても楽しかったです。
委員の皆様ありがとうございま
した。
橘高又八郎会員:７回目の年男です。72 歳になりま
す。思えば遠くに来たもんだ！
親睦会、大変お世話になりまし
た。
明石
巧会員:新入会員の宮田さん大歓迎で
す！楽しくやりましょう！

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

宏司会員:宮田雅章様、ご入会おめでとう
ございます。米山功労者表彰
を頂きました。親睦会では、
担当委員会の皆様に大変お世話
になりました。
吉岡
崇会員:米山功労賞を頂いて。宮田さん
の入会を祝って。6 月 2 日の
親睦会ありがとう。お世話に
なりました。
奥村 昌也会員:米山功労賞を頂いて。宮田さん
よろしくお願いします。
親睦会お世話になり、ありが
とうございました。
林
功会員:先日の親睦会、とても楽しか
ったです。ありがとうござ
いました。
田嶋也寸志会員:本人誕生日。55 歳になります。
永田 大介会員:配偶者誕生日を頂いて。新入会
された宮田会員をお迎えして。
加茂
守会員:親睦委員長他幹事の方、お世話
になりました。ありがとう
ございます。
名村研二郎会員:宮田様、ご入会おめでとう
ございます。そしてありがと
うございます。
豊田 修一会員:今日入会の宮田雅章さん、おめ
でとうございます。これからも
よろしくお願いします。
また、今日卓話していただける
後藤様よろしくお願いします。
南 みどり会員:卓話当番です。よろしくお願い
します
橋本 昌也会員:先日の親睦会はありがとう
ございました。
宮田 雅章会員:本日より入会させていただきま
す。どうぞよろしくお願い申
し上げます。

✤6 月お祝い✤

岸上

会員誕生日：
橘高又八郎
林
功
田嶋也寸志

S22.6.16
S31.6.17
S39.6.20

夫人誕生日：
永田 恵子

6.28

✤米山奨学会より✤
北野
岸上
奥村
吉岡

紀之会員
宏司会員
昌也会員
崇会員

第 3 回米山功労者
第 3 回米山功労者
第 3 回米山功労者
第 3 回米山功労者

池田ＲＣのテーマ「伝統と革新 目指そう INSPIRED 池田 RC
✤前回の卓話✤

「こどもミュージアムプロジェクトが
目指すもの」
後藤 昌代様
(株)宮田運輸執行役員国際ＣＳＶ事業部長

6 月スケジュール
2

日

春の家族親睦会（例会外行事）

5

水

3137 例会

12

水

3138 例会

19

水

3139 例会

26

水

3140 例会（三役退任挨拶）

自社で起こした交通死亡事故をきっかけに、安全に対す
る取組として、子ども達が描いた「絵」と「メッセージ」
をトラックにラッピングすることを思いつく。
純粋なこども達の「絵」と「メッセージ」が伝える「や
さしさ」は、運転するドライバーやそれを目にした人に
伝播し、事故を起こさない運転へとつながり、事故が減
ると信じ、
「こどもミュージアムプロジェクト」として、
活動開始。
また、活動を続ける中で、たくさん人との出会いや出来
事が、物やお金ではなく、形にならない大切なものを感
じ始め、その価値を高めるために、活動を拡大中。
2019 年 6 月 5 日現在、参画企業 124 社、ラッピング車
（こどもミュージアム号）477 台。
「やさしさ」つながり合う世界を目指し、奮闘中。

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
雨降りお月さん
雨降りお月さん 雲の蔭
お嫁にゆくときゃ 誰とゆく
一人で傘（からかさ） さしてゆく
傘（からかさ）ないときゃ 誰とゆく
シャラシャラ シャンシャン 鈴つけた
お馬にゆられて ぬれてゆく
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

池田ＲＣのテーマ「伝統と革新 目指そう INSPIRED 池田 RC

義捐金ＢＯＸ
5月22日時点残高

153,435 円

6月5日分

859 円

残高

154,294 円

ポリオプラス基金

5月22日点残高

28,817 円

6月5日分

870 円

残高

29,687 円

ニコニコ箱の累計
6 月 5 日現在

1,292,000 円

6 月 19 日（水）例会

「 65 周年事業
ドタキャン懺悔 」
ざ ん げ

コメント：5/18 に RI2019 年規定審議会
報告、クラブビジョン策定セ
ミナーに参加。そのご報告と
情報提供。

卓話者

：林

功 会員

