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国際ロータリーのテーマ
ロータリーは世界をつなぐ
（インスピレーションになろう）
2660 地区のテーマ
Stand By You
（～あなたと共に～）
池田ロータリークラブのテーマ
はぐくもう！
ロータリーの友情

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

暑さ厳しい折、いかがお過ごしでしょうか。くれぐれも
お体にはご留意ください。
先日、会長.幹事会に 北林さんと出席してまいりまし
た。各クラブ今年度の事業についての発表でした。しば
らく滞っていました、タイ ナコンパトムＲC さんと共
同で小学校に浄水器の設置の再開と、こどもミュージア
ムの事業について発表させていただきました。こどもミ
ュージアムは、テレビでの特集で見られたかたも多く、
とても反響がありました。先日 宮田運輸の後藤さんと
お話をしましたところ、トラックだけでなく乗用車（営
業車）にも展開されており、すでに、賛同していただい
ている企業が 100 社を超えているそうです。 参加する
には、会員 5000 円/月 で一台あたり、約 50000 円で
現場で転写して頂けます。
皆様の会社でもいかがでしょうか。

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
「クラブフォーラム①」
担当：
林
功 副会長
岸上 宏司
ロータリー情報委員長

四つのテスト

１ 真実かどうか

✤出席報告✤
出席報告

永田

大介

会員

○会員数 30 名
○出席数 24 名
○出席率 82.76％
○前々々回 93.10％（7 月 3 日）

２ みんなに公平か

山口 正之会員：本人誕生日の品を頂いて。
岸上 宏司会員：卓話当番です。
奥村 昌也会員：配偶者誕生日の品を頂いて。
井上 裕子会員：３つ報告させて下さい。
①福林会員、皆出席おめでと
うございます。出席率の向
上にひそかに貢献して頂
き、ありがとうございます。
②クリスマス例会でのご家
族との約束、暮部会員の
禁煙、成功しつつあります。
③娘が結婚しました。
加茂

守会員：納涼例会と親睦委員会の方、
ありがとうございました。
名村研二郎会員：本人誕生、配偶者誕生日の品
を頂いて。
北林 寛崇会員：配偶者誕生日の品を頂いて。
宮田 雅章会員：先日は歓迎会をしていただき
まして、ありがとうございま
した。オーダーメイドののぼ
りにびっくりしました。
木平 朝子会員：先日は歓迎会をして頂き、皆
様に温かく迎えて頂きあり
がとうございました。

✤お客様紹介✤
吉成 典子 様
（地区大会実行委員会
菅澤 和彦 様
（地区大会実行委員会

副幹事）
委員）

✤8 月のお祝い✤

本人誕生日
中山 賢 会員
山口 正之会員

✤ニコニコ BOX✤
プログラム担当
ニコニコ 担当
近藤

中山

幸田
宮田

伸明
雅章

会員
会員

秀一会長：吉成様、菅澤様、本日はわざ
わざ地区大会のＰＲにお越
しいただき、ありがとうござ
います。至りませんが、どう
ぞ、ごゆっくりされて下さい。
賢会員：本人誕生日の品を頂いて。

T15.8.5
S26.8.2

３ 好意と友情を深めるか
配偶者誕生日
北野 良子
奥村由美子
名村
綾
北林麻衣子

8.24
8.21
8.6
8.31

４ みんなのためになるかどうか
＊ロータリアンの三大義務は、「例会の出席」
「会費の納入」「ロータリー雑誌の購読」
＊当該例会の前後２週間以内のメークアップ
有効 ⇒ ＲＣ年度内メークアップ有効
ガバナー月信から「会員数・出席報告」が
消滅した
＊会員身分：公職に就いている人とＲＩ職員に
関する規定の削除＝入会資格有り
＊職業分類の制限を原則廃止
＊陣頭分担金の増額：2022-23 年度まで

✤前回の卓話✤

毎年１ドルずつ増額
＊会員増強の一環としＲＡＣのＲＩ加盟を認
め､ＲＩ理事会が人頭分担金を決める。
＊年次総会で、前年度の財務報告と現年度収支
の中間報告を行う
＊定款・細則を読みやすく簡素化する
（当クラブでは実施済み）
＊定款 推奨クラブ細則 日本語訳が今秋から
来年早々にも発表されるので作業はそれか
らとなる。本年度理事会にローアリー情報委
員会が改正案を報告します。
＊※2019 年 8 月 7 日現在 2660 地区ホームペー
ジ上に掲載されている標準定款・細則には改
正は一切反映されていません。

岸上

宏司

会員

「ロータリー情報の報告と
私が最近関心を抱いた事」
ロータリー情報報告
□ RI 規定審議会 2019 年 4 月 14～18 日
米国イリノイ州シカゴにて開催。
□ 注目される改正点
＊“Make-Up” メークアップ、「化粧をする」
「決算、精算する」「取り戻す」あるかた
ちのものを補填、帳尻を合わる、といった
ニュアンス。

こんな記事を目にしました「摩擦について」
米中貿易摩擦に日米貿易摩擦など、直接の影
響を受けないとガンが得ていた一般市民たる
私も、最近の報道を見て少々不安を抱いていま
す。
7 月 15 日の読売新聞「編集手帳」の内容に
興味を惹かれました。
ノーベル物理学賞を受賞された小柴昌俊先
生が学生時代に講師として接した中学生達に

池田ＲＣのテーマ「はぐくもう！ロータリーの友情」
「世の中に、摩擦というものがなくなったら
どうなるのか、記せ」という試験問題を出され
たそうです。この問題の正解は何でしょうか？
ご覧になった方もおられるかもしれませんが、
私は答えを見て？？？･･･どういうこと？

読んで納得したのですが、正解は「白紙で出す
こと」だというのです。
そう、チコちゃんならこう答えます。
「摩擦が無ければ鉛筆の先が滑ってしまい、
字が書けない！ 」
さらになるほどと思ったのは、
＊摩擦が無くなると山や丘は崩れて平らに
なる
＊釘やねじで締め付けて作った構築物はバ

世界中がこの争いを終わりにしなければ生き残れ
ない！となり、大多数が生き残る側に立とうとす
れば終われるのか？････
私は小説の読み過ぎで
しょうか？ (￣∇￣)

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

ラバラに崩壊
＊衣服は繊維の糸がほどけてバラバラにな
る
物理学上「摩擦こそが世界を安定させているの
である」と結んでありました。
経済は？ 世界中が貿易摩擦で熱を帯びてい
る
＊それぞれの凸凹がこすれて起きる熱が、さ
らに激しくなるのでしょうか？
＊各国の選挙結果で安定勢力が絶対有利に
なったら、話し合いができるのでしょうか？
ここまで来ると一方的に拳を降ろして、争い
を落ち着かせる勢力が現れるとは思いません。
私見ですが「戦後レジームからの脱却」を掲げ
た我が国の現政権が、アメリカ抜きのＴＰＰを
纏め上げた事で自信を高めた結果、「真の独立
の回復」に挑んでいると感じています。外交で
毅然たる態度を貫く様を見て、諸外国も敬意を
抱くようになると思います。

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

われは海の子
我は海の子白浪の
さわぐいそべの松原に
煙たなびくとまやこそ
我がなつかしき住家なれ
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

池田ＲＣのテーマ「はぐくもう！ロータリーの友情」

義捐金ＢＯＸ
7月24日時点残高

159,447 円

8月7日分

984 円

残高

160,431 円

ポリオプラス基金

7月24日点残高

1,268 円

8月7日分

751 円

残高

2,019 円

ニコニコ箱の累計
8 月 7 日現在

184,500 円

8 月 28 日（水）例会
「最近の私の病気から
“正常圧水頭症”のはなし」
卓話者：北野

紀之

会員

