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2018～2019 年度ＲＩ会長バリー ラシン
RI 第 2660 地区ガバナー四宮 孝郎
■会長 近藤 秀一 ■副会長 林 功
■副会長 奥村 昌也 ■幹事 名村研二郎 ■副幹事 橋本 昌也
■親睦委員長 北林 寛崇
■広報･会報担当 福林

2019-20 年 会長

近藤

秀一

池田くれはロータリークラブ 岡本会長 乾幹事、ようこそお
越し下さいました。1 年間よろしくお願い致します。
先週 タイの 3330 地区 Nakornpathom Rotary Club に 1 年
ぶり訪問させて頂きました。 皆様お元気でした。Dr.HA さん
と今年度の事業についてお話をさせて頂きました。ﾅｺﾝﾊﾟﾄﾑ ﾛｰﾀﾘ
ｰさんと 2009 年～2013 年まで国際奉仕事業をさせていただきま
した。
2009 年
2010 年
2011 年
2012 年
2013 年
2014 年
2015 年
2017 年
2019 年

小学校に浄水器 2 台
マッチグランドにて小学校に浄水器 12 台
小学校のトイレ改修
小学校に 図書の寄贈
歯科設備 寄贈
ベトナム ランチャン幼稚園 校舎 建設
ベトナム ランチャン幼稚園 トイレ改修
インドネシア 障害者施設 屋根改修
ベトナム ランチャン幼稚園給食施設

今年度、吉岡国際奉仕委員長の意向で、タイでの途切れた事業
を再開したいとのことで、タイでの事業を考えております。まだ
まだ水事情が悪く、浄水器のない小学校があります。今年度は 2
校に浄水器を寄贈する予定にしております。
また、ミャンマーのヤンゴンロータリーの木下さんにお会いし
ました。最近 NPO 団体と協賛で吹田ロータリークラブさんがド
クターカーを病院に寄贈したそうです。まだまだ医療事情が悪
く、今後も援助が必要との事でした。今年度は 文化交流事業で
東京世田谷ロータリークラブ 50 周年記念で ミャンマーで茶道
のセレモニーを計画されております。バンコク（タイ）から 飛
行機で 50 分程ですので、機会がありましたら、訪問したいと思
っております。

慎二

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
「納涼夜間例会」
場所：宝塚ホテル
西館 9 階屋上
時間：18:30～ 例会開会
18:50～ 懇親会開会

四つのテスト

１ 真実かどうか

✤幹事報告✤
名村

研二郎

２ みんなに公平か
✤お客様紹介✤

幹事

（地区より）
① 地区ロータリー財団セミナーのご案内

岡本 厚 様
(池田くれはロータリークラブ会長)
乾 禎則 様
(池田くれはロータリークラブ幹事)

（近藤会長、ロータリー財団委員長暮部会員）
② 2019－20 年度 クラブ青少年奉仕合同
委員長会議のご案内
（青少年奉仕委員長山口会員）
③ Team RYLA 研修・交流会のお誘い
（青少年奉仕委員長山口会員）

✤ニコニコ BOX✤

④ 2019－20 年度 国際ロータリー第 2660 地区
ローターアクト 海外研修参加者募集に
ついて
（会員各位）

プログラム担当
ニコニコ 担当
近藤

（池田市献血推進協議会より）
⑤ 令和元年度 池田市献血推進協議会
定期総会の開催について
（近藤会長）

✤出席報告✤
出席報告

永田

大介

会員

○会員数 30 名
○出席数 25 名
○出席率 86.21％
○前々々回 93.10％（6 月 19 日）
メーキャップ
井上 裕子（6/12 理事会）
北林 寛崇（6/20 ＦＲ交流会）
近藤 秀一（6/12 理事会）
橋本

昌也（6/20 ＦＲ交流会）

南 みどり
幸田 伸明

会員
会員

秀一会長:池田くれはロータリークラブ
岡本会長、乾幹事、ようこそ
お越しいただきました。
今後ともよろしくお願いいたし
ます。
池田くれはロータリークラブ
会長 岡本 厚様
幹事 乾 禎則様:1 年間お世話になります。
よろしくお願いいたします。
林
功会員:ジャニーさん残念です。
（私もアイドルタレント目指して
ましたので・・・ウソです）
福林 愼二会員:皆出席の品を頂いて。
名村研二郎会員:池田くれはロータリークラブ岡
本会長、乾幹事、本日はようこ
そお越しくださいました。いろ
いろ至りませんが、ゆっくりと
お楽しみください。

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
し
しながら、同時に、今後に向けた変革につ

✤皆出席のお祝い✤
福林

愼二

いても徐々に考えてみようと思っておりま
す。この、伝統の承継と新たな変革への模
索という観点は、ＲＩの最近の動きでも見
られるように理解しております。

入会年月日
H22.7.28

２

テーマ、スローガンの確認と実施
RI のテーマである Rotary connects the
world、２６６０地区のスローガンである、
Stand By You（～あなたと共に～）、当ク
ラブのテーマである、「はぐくもう！ロー
タリーの友情」を確認し、実行に向けて努
力したいと考えております。

３

縛られない、楽しいクラブ運営
昨年度に引き続き、楽しいクラブ運営を
心がけて行きたいと考えております。この
ようなクラブの運営のありかたもまた、近
時の世界的潮流であると理解しておりま
す。

✤前回の卓話✤

クラブアッセンブリー
～各委員会の本年度活動方針～

４

ロータリー情報等について
岸上ロータリー情報委員長のご指導を受
けながら、さらに勉強し、できれば何らか
の形で発表の場を設けたいと考えておりま
す。

クラブ管理運営委員長
林
功
１

伝統の承継と変革の方向性の模索
今年度は、当クラブの永年の伝統を承継

親睦委員長

北林

寛崇

池田ＲＣのテーマ「はぐくもう！ロータリーの友情」
定
今年度、親睦委員会の目標は近藤会長のもと、
例会・懇親会の出席率を上げ、会員の交流を深
め、団結力を高めていく機運作りをしていく事
です。
まずは例会ですが、昨年度も実施した抽選に
よる座席を決めを,今年度も行い、なるべく多

定款とクラブ細則の改正案を理事会に提案す
る。新入会員に対してオリエンテーションを
行う。クラブ研修リーダーの要請に応じて資
料の提供などの協力をする。

くの会員の方と会話の時間を持っていただき
たいと思います。特に、今年度は周年が終わっ
た次の年になりますので、燃え尽き症候群にな
らないようにいざなってまいりたいと思いま
す。親睦委員会はフッレシュロータリアンが多
いので、出来るだけ例会に出席出来るように、
お互いに声掛けできる雰囲気も大切にしてい
きたいと考えています。そうすることで、ＳＡ
Ａ田嶋会員のご指導のもと、友和と団結力を高
め、この一年、盛り上げて年間行事を成功に導
きます。
行事としては、７月の夜間移動例会を皮切り
に、１０月の秋の家族親睦会・１２月のクリス

「クラブ研修リーダーは、クラブ会員の指導
力を育成することで、職業における日々の仕事

マス例会・春の家族親睦会とロータリアンはも
ちろんの事、そのご家族、池田ローターアクト
も巻き込んで、たくさんの感動を共有し、ロー
タリアンファミリーの輪を拡げて行きます。そ
の輪は地域貢献の源泉になると考えています。

を充実させ、将来のクラブ指導者を育成するこ
とを本分とする」と、現在細則に加えられるよ
う審議されております。ここ数年、国際ロータ
リーは、次々と大きな変革を打ち出しておりま
す。

クラブ研修リーダー

奥村昌也

新入会員の方々のアドバイザーとして、ロー
タリーに関する知識を伝え、早くクラブに溶け
込んでいただく役割に加え、当クラブとして前
記のような国際ロータリーの変革に対し、是々
非々に対応できます様、少しでも協力させてい
ただきたいと思っております。

ロータリ情報委員長 岸上 宏司
2019 年規定審議会の結果を受けて、クラブ

池田ＲＣのテーマ「はぐくもう！ロータリーの友情」
て、最近深まってきたロータリアンとロータア
クターの結びつきが一層深くなるよう、そし
て、ロータアクトが一層活発化できるよう、活
動していってくださいます。
このような活動を通して、池田ロータリーク
ラブは、世界をつなぎ、そして地域のみなさん
と共に、今年度も楽しく有意義な 1 年を過ごし
ていきます。
奉仕活動委員長

井上

裕子

本年度の池田ロータリークラブは、”はぐく
もう！ロータリーの友情”をテーマとして、活
動していきます。毎週の例会、納涼・クリスマ
ス例会、年 2 回の親睦旅行、そして積極的な奉
仕活動を通じて、より一層、池田ロータリーの
友情を深めていきたいと思います。
各奉仕事業としましては、下記のような活動
を予定しております。
職業奉仕としましては、田中委員長は、これ

ロータリー財団担当 暮部 光昭

まで培われてきた”自身の職業を通して、社会
に貢献する”というロータリの基本理念をしっ
かり見つめて、次世代につなげていくことを目
標に、事業を企画・検討しておられます。

ロータリー財団は 100 周年を超え 102 年を迎
えるまでになり、人道的プロジェクト、奨学金
の提供、職業研修や文化交流、ポリオ撲滅の取
り組みなど、1 世紀にわたり「世界でよいこと」

社会奉仕としては、南委員長は、池田市施政
８０周年記念にも合わせて、子供達の絵のコン
クールを行い、入賞作品を市を巡回する給食ト
ラックや巡回バスにラッピングして、池田市民

を続けてきた財団であります。
記念事業で地元の人たちと一緒にボランテ
ィア活動を「貢献する」ポリオ撲滅、ロータリ
ー平和センター、グローバル補助金活動のため

の幸せに貢献するという企画を検討してくだ
さっています。
国際奉仕におきましては、吉岡委員長を中心
に、10 年ほど前より継続的に共同事業を行って
きたタイのナコンパトム RC とともに、地区補

の募金イベント「募金する」等々あります。中
でもポリオ撲滅につきましては未だに撲滅ま
で至っておりません。パキスタン・ナイジェリ
アは現在０。アフガニスタンは野生型ポリオウ
イルス常在国となっております。

助金を利用して、奉仕活動を行うべく準備を進
めておられます。
青少年奉仕としましては、山口委員長を中心
に、池田ロータアクトクラブの提唱クラブとし

残る 0.1％との戦いが最も難しいとされてい
ます。撲滅活動を進めていくためにも今後も募
金活動を行っていきたいと考えています。

池田ＲＣのテーマ「はぐくもう！ロータリーの友情」
事務局に募金箱を設置して会員のお力を期待
し、さらなるポリオ撲滅に向かって邁進してい
きたいと思います。

職業奉仕委員長

田中

孝史

業奉仕月間の活動を考えていきたく思いま
すので、よろしく御願いいたします。

社会奉仕委員長

南

みどり

ロータリアンはロータリーの奉仕の理念を
もとに職業を通して奉仕することと考えられ
ております。会員はそれぞれの職業分野で最先
端を走っておられますので、皆さまには、既に

この度、社会奉仕委員長にご指名を頂きまし
た南 みどりでございます。
今期、近藤年度にて私は社会奉仕委員として
の活動を先日、私の卓話の際にご紹介いたしま

築き上げた自らの職業意識を次世代の若者た
ちのためにお伝えいただくことが重要である
と思います。
今年度はロータリーの職業奉仕について語
ることから始め、職業奉仕のロータリーにおけ
る役割の重要性を認識していただくよう伝え
ることを基本理念と致します。
ロータリーが奉仕活動をする団体となってし
まえば意義が薄れてしまいます。あくまでも社
会奉仕をする人をつくる団体としての存在意

した、宮田運輸様の「こどもミュージアムプロ
ジェクト」を模倣はしておりますが、池田ロー
タリー独自のボランティア活動として取り組
んではと考えております。既に宮田運輸様には
了承を得ており、「一人でも多くの方が交通事
故の悲惨さを理解して下さり、この運動が広が
って行くのであれば」と広い心で応援して下さ
いました。
また、池田市施政８０周年とも併せての取り

義があると考えますので、この基本を踏まえて
職業奉仕の理念・考え方の普及に取り組んでい
きたいと思います
ロータリーの例会は会員が集い親睦を深め

組みで、市内幼稚園・小学校の児童たちから家
族・幸せなどのテーマ―で絵画コンクールを開
催し、そこで選ばれた児童の絵を池田市の給食
トラックや巡回バスなどにラッピングされ、町
中を車が走る事で市民の心を癒し、優しい心の

互いが学び合う場です。様々な考え方に出会い、
自らを高めていくことができる場でもありま
す。参加いただいた方々にとって有意義な例会
となるよう皆さまのお知恵を拝借しながら職

ドライバーや市民を増やして行く。そして、
「交
通事故ゼロの町」池田市が誕生すると！想像し
ただけで私は胸ワクワクします。
皆様は共感して頂けますでしょうか。

池田ＲＣのテーマ「はぐくもう！ロータリーの友情」
あくまでも具体案ですのでまだまだ考察が必

い、内容を精査して来年 3 月頃に実施する予

要です。
また、別のご提案を皆様から頂けましたら、
さらに社会奉仕としての貢献度がパワーアッ
プされると思います。
至りませんが一生懸命だけが取り柄です。

定です。
詳細が決定しましたら、会員各位にご連絡さ
せていただきます。訪問するメンバーだけでな
く、訪問できない会員も一緒に事業に参加でき
る企画を考案してまいります。会員の皆様のご

ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上
げます。

助言やご協力をよろしくお願いいたします。

国際奉仕委員長

吉岡

崇

過去に、わが池田ＲＣの数々の国際事業を下
記の通り行ってまいりました。
2010 年 9 月・・・タイ、ナコンパトムＲＣと
の共同事業で、タイの小学校のトイレ改修工事
及び浄水器の寄贈。
2012 年・・・タイ、ナコンパトムＲＣをホス
トＲＣをパートナーとして図書の寄贈。
2017 年・・・インドネシアで 乳児園の 屋
根補修工事実施
2018 年 5 月・・・ベトナム、「こども にや
～ん」でランチャン幼稚園に食堂及び給食設備。
と数々の事業を実施してきました。
本年度の国際委員会は、タイのナコンパトム
ＲＣと打ち合わせに行ってまいります。本年 11
月頃にナコンパトムＲＣとの打ち合わせを行

青少年奉仕委員長 山口 正之
青少年奉仕はいろいろな奉仕プロジェクト
を通じて若者に健康、人間の価値、教育、自己
開発を支援し、よりよい変化がもたらされるよ
うするものです。
青少年奉仕に携わる部門として、地区には RYLA
委員会、ローターアクト委員会、インターアク
ト委員会、青少年交換委員会、ロータリー学友
委員会、危機管理委員会などがあり、青少年の
健全な育成に努めています。
池田ロータリークラブは池田ローターアクト
クラブの提唱クラブですので今年度も RAC の活
動を見守り、健全なリーダーシップを育成でき
るよう見守っていきます。RAC の今年度の目標
として
・ 会員を１５名に増員したい。
・ ロータリーの活動に積極的に参加して、ロ
ータリアンとの交流や活動を通じて大きな

池田ＲＣのテーマ「伝統と革新 目指そう INSPIRED 池田 RC

・

喜びや感動を得られるような雰囲気を作っ
ていきたい。
・ 青少年交換留学生派遣の予定は今年度はあ
りません。

ポリオプラス基金

7月3日点残高

739 円

7月10日分

529 円

残高

1,268 円

義捐金ＢＯＸ
7 月スケジュール
3

10

水

水

3141 回例会

7月3日時点残高

（三役就任挨拶）

7月10日分

3142 回例会

残高

158,669 円
778 円
159,447 円

（クラブアッセンブリー①）
17

水

休会（祝日週）

24

水

3143 回例会
（納涼例会）

31

水

ニコニコ箱の累計

休会（第 5 週）

7 月 10 日現在

8 月スケジュール
7

水

3144 回例会

14

水

休会（祝日週）

21

水

3145 回例会
（クラブフォーラム①）

28

水

3146 例会

124,500 円

8 月 7 日（水）例会
「ロータリー情報の報告と
私が最近関心を抱いた事」
卓話者：岸上

宏司

会員

