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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

本日は、ガバナー補佐をお迎えしての、クラブアッセンブリー
です。メンバーの皆様、宜しくお願い致します。
本年度は、ロータリーにおけるつながりを大切にしたいと考え
ております。メンバーと家族とのより良い関係をはぐくんでいき
たと思っております。
また、奉仕活動通じて、地域社会の人々とのつながりもはぐく
んでいきたいと思っております。それと、一番の課題は、会員拡
大で 5 名を目標に取り組んでおります。

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

さて、先程、海外出張でソウルより戻ってきました。
「慰安婦問題」に始まり、「竹島問題」「日本海呼称問題」「仏
像盗難事件」などなど定期的にメディアを騒がせております。最
近では「徴用工訴訟問題」にはじまり、日本が輸出規制強化（ホ
ワイト国除外）に伴い、GSUMIA（日韓秘密軍事情報保護協定）
の破棄にまで、日韓関係が悪化しております。
ソウルの繁華街明洞に食事に出たのですが、確かに、観光客は
激減している感じがしましたが、日本のチェン店の居酒屋では、
韓国の若者で長蛇の列が出来ておりました。
今回、韓国の生産工場との商談にいってまいりましたが、良好
な関係が続いており、引き続き契約をすることになりました。反
日本政府であることは否めませんが、反日というのは少し違う感
じがしました。メディアの影響で、韓国に対するマイナスイメー
ジが、どんどんと植え付けられていくのが、非常に残念です。両
国の為にも、出来るだけ早く、日韓関係が改善すること切望して
おります。

委員会報告
ニコニコＢＯＸ
本日の卓話

本日の卓話
「タクシーのこと
再び・・・」

卓話者:暮部

光昭会員

四つのテスト

１ 真実かどうか

✤幹事報告✤
名村

２ みんなに公平か
✤出席報告✤

研二郎

幹事

（地区より）
①日本のロータリー100 周年記念ピンバッジ
追加購入について
（近藤会長、名村幹事）
②恒久基金認証対象者調査へのご協力の
お願い
（近藤会長、名村幹事）

出席報告

永田

大介 会員

○会員数 31 名
○出席数 24 名
○出席率 80.00％
○前々々回 90.32％（10 月 2 日）
メーキャップ
橋本 昌也

（9/20 RAC 委員会）

③国際ロータリー第 2660 地区 2019－20 年度
地区大会「表彰」登壇のお願い
（近藤会長）
④地区大会 2 日目本会議「クラブ紹介」時、
会長様ご登壇のお願い
（近藤会長）
（池田市社会福祉協議会より）
⑤池田市社会福祉協議会設立 70 周年記念
式典の開催について（お願い）
（近藤会長）
（池田市美術展運営委員会より）
⑥「池田市制施行 80 周年記念第 60 回
池田美術展」開催の御礼
（近藤会長）
（いけだ市民文化振興財団より）
⑦「IKEDA 文化 DAY」のご案内
（会員各位）

✤お客様紹介✤

国際ロータリー第 2660 地区
IM 第 1 組ガバナー補佐 田中

隆弥

様

国際ロータリー第 2660 地区
IM 第 1 組ガバナー補佐エレクト
辻川 功一 様

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
すなわち、①伝統の承継と変革の方向性の模索、②

✤ニコニコ BOX✤

テーマ、スローガンの確認と実施、③縛られない、楽

プログラム担当：幸田
ニコニコ 担当 宮田

伸明
雅章

会員
会員

しいクラブ運営、④ロータリー情報等についての研究
発表というものです。
このうち、④について、８月２１日実施の第１回ク

近藤

林
永田

秀一会員：IM1 組ガバナー補佐田中様、
IM1 組ガバナー補佐エレクト
辻川様、池田ロータリークラ
ブの例会にお越しいただきま
して、ありがとうございます。
本日はご指導よろしくお願い
致します。
功会員：早退のお詫び。
大介会員：前回欠席のお詫び。田中ガバ
ナー補佐をお迎えして。
守会員：ガバナー補佐田中隆弥様、ガ
バナー補佐エレクト辻川様、
クラブアッセンブリ ーに参
加ありがとうございます。
修一会員：田中ガバナー補佐、今日はあ
りがとうございます。よろし
くお願いします。

加茂

豊田

ラブフォーラムで、岸上ロータリー情報委員長から今
年の規定審議会での制定案審議状況及び審議結果に
ついて基調講演を受けた上で、メークアップ規定の改
正の是非について意見聴取を行いました。特に裁決は
しなかったのですが、賛、否、折衷の３案が出されま
した。
今後は、①ないし③について、クラブフォーラムな
どにおいて、情報提供及び意見交換を行ってまいりた
いと考えております。

✤前回の卓話✤
クラブアッセンブリー②
【各委員会活動の中間報告】

親睦委員長

北林

寛崇

今年度、親睦委員会の目標は例会の出席率を上げ、
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、親睦委員会はフッ
レシュロータリアンが多いので、出来るだけ声を掛け
合い、例会に出席しやすい雰囲気づくりをし、出席機
運向上を醸成している最中でございます。例会に出席
すれば、それぞれの役割を全うしながら、池田ロータ
リークラブの雰囲気にも順応しながら、個性を全面的

クラブ管理運営委員長

林

功

に出していただいております。委員長としても心強く、
非常に助けていただいております。この雰囲気を維持

今年度は、活動方針として４つの事項を定めました。

しながら、今週末になります、まずは秋の親睦会を成
功させ、クリスマス例会、春の親睦会とつなげていき
たいと考えています。ロータリアンはもちろんの事、

池田ＲＣのテーマ「はぐくもう！ロータリーの友情」
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、ロータリーの輪を引き続き、拡
げて行きますので、よろしくお願いいたします

クラブ研修リーダー

奥村

昌也

昨年度後半に 3 名の新入会員の入会に加え、本年度
も笹川氏、又 11 月にも新しい会員が加わろうとして
います。国際ロータリーの数々の変革が行われている

ロータリー情報委員長

岸上

宏司

時期にアドバイザーとして早くクラブに溶け込んで
いただくよう努力致します。

新入会員入会オリエンテーションを行った。
MY ROTARY に 2019 年度改正された標準クラブ
定款・日本語版がＵＰされたので、改正作業を開始し
た。
注目点は欠席のメークアップに関する規定の改正
であるが、
「細則は定款に従わない例外規定を定める
ことができる」となっているので、欠席のメークアッ
プの期間をどうするのかを 11 月理事会で決めていた
だき、決議に沿って細則の改正を行う。12 月理事会に
定款及び細則の改正案をクラブ奉仕委員長を通じて

奉仕活動委員長

井上

裕子

理事会に提案する。
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、活動しておりま
す。例会の出席率も良く、新会員も 2 名になろうとし
ており、楽しい例会ができていると感じております。
次の日曜に予定されています親睦旅行では、より一層
友情を深めることができることでしょう。
職業奉仕としましては、田中委員長が、”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

SAA 田嶋

也寸志

理念を次世代につなげていけるような企画を進めて
くださっているようです。

和気あいあいと楽しい例会を目指していきます。
例会運営を担当している親睦委員会と十分に連携を
とりながらすすめていきたいと思います。

社会奉仕としましては、南委員長が、子ども達の絵
をラッピングした給食トラックの企画に関し、具体的

池田ＲＣのテーマ「はぐくもう！ロータリーの友情」
に市との交渉を進めてくださっています。ラッピング

残る 0.1％との戦いが最も難しいとされています。撲

された車が池田市内を走るのが、今から楽しみです。

滅活動を進めていくためにも今後も募金活動を行っ

国際奉仕におきましては、吉岡委員長を中心に、す

ていきたいと考えています。

でにタイのナコンパトム RC とともに、浄水器の寄贈

2019－20 年度の前期分の 20 ドルは徴収済みで、後

を済ませ、11 月には現地の贈呈式に参加し、その後ヤ

期分の 20 ドルは徴収させていただきます。残る 10 ド

ンゴン RC への訪問も予定されています。

ルをポリオプラスでお願いしています。会員のお力を

青少年奉仕としましては、山口委員長が、地区委員
でもある橋本 RAC 担当とともに、ロータアクトが一

期待して、更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。

層活発化できるよう、お互いの例会に出席できなくて
も交流できるよう、工夫してくださっています。また、
社会奉仕のラッピング事業にも参加も検討中のよう
です。
このように、池田ロータリークラブは、友情を深め
ながら、世界とそして地域とつながって、楽しく活動
を続けています。

職業奉仕委員長

田中

孝史

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。

ロータリー財団

暮部

光昭

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」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。

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
について職業奉仕月間に卓話を行います。

池田ＲＣのテーマ「はぐくもう！ロータリーの友情」
市民がふれあいを深め、連帯感を増進する。
トラックには子供たちの絵と池田市市制施行 80 周
年・池田ロータリークラブのそれぞれのシンボルマー
クがラッピングされている。「このトラックを見つけ
た 1 日は何か良いことがある」このトラックを見たら
「自然とスピードがゆるみ、安全運転になる」この様
な連鎖が起こると必ず、「交通事故ゼロの町池田市」

社会奉仕委員長

南

みどり

社会奉仕委員会としての進捗状況をお報告いたし
ます。

が誕生します。
現在、池田市制施行８０周年事業の一環として池田
ロータリークラブ主催事業の補助金を申請中であり
ます。
また、池田ローターアクトが我々ロータリーと、こ

コンセプト 「笑顔はぐくむプロジェクト」
●目的とその成果
この企画は、ある運送会社の交通死亡事故から加害
者も被害者もお互いに不幸になる事を心から悲しみ、
二度とこの様な悲劇を起こさないと誓った運送会社
社長の思いが詰まったプロジェクトに池田ロータリ

の活動に取り組むことでさらに地区からの補助金が
支給されるとの事ですので、そちらの方も申請中であ
ります。
タイムスケジュールとしては
2019 年 12 月
子供たちの絵を池田市の幼稚園・小学校へ公募する。
絵画テーマは「笑顔」

ークラブは共感し、このプロジェクトを先ずは我が町
池田から全国へ、そして世界へ拡げて行きたいと強く
思う事から始まりました。

2020 年 1 月
応募された絵画を選抜し 発注

大きなトラックの運転席には多くのドライバーは
家族の写真・お子様からの絵や手紙を飾っている。ド

2020 年 2 月末日

ライバーはその写真・絵を見て、癒され笑顔で今日も

ラッピング車のお披露目式典と選抜された子供

一日安全運転！と車を発車させると言う。この絵を車

たちへの授与式

内に留まらず、トラックのボディーにラッピングされ
たらどうだろ。トラックの後続車がイライラし、あお
り立て無茶な追い越しをかけ様とした時、このラッピ
ングされた子供たちの絵を目にすると心は穏やかに
なる。ふと、我が子の事や自分の幼少の頃を思い出し
優しい心を取り戻す。吹かしたアクセルが弱まり、ブ
レーキがかかる。交通事故を防げる瞬間である。
子供たちの絵を募り、選ばれた絵が池田市を走るト
ラックにラッピングされ、選ばれた子供や家族のみな

ら ず周りの人たちもその絵を見る事で楽しい気持ち
になり、優しい心を取り戻す。

「笑顔はぐくむプロジェクト号」発車！

池田ＲＣのテーマ「はぐくもう！ロータリーの友情」
・

・ て例会が盛り上がるよう協力しています。
・ ８／２９ガバナー事務所で開催された「親子会」
にＲＡＣ会長と出席して意見交換をしました。
・ ９／８「全国統一アクトの日

２１クラブ合同例

会」に参加し、共同作業を体験しました。

・ ＲＣ、ＲＡＣそれぞれをより理解するため、活動
報告を交換し合うよう努めています。
国際奉仕委員長
本年度は タイ

吉岡

崇

ナコンパトムＲＣ（タイの 4 クラ

ブと共同で）浄水器の寄付を行います。池田ＲＣより
3,000 ドル

他タイ 4 クラブで合計 4,840 ドル贈呈し

ます。
本年 11 月 19 日～11 月 24 日までタイ及びミヤンマ
ー訪問を予定しています。訪問中、11 月 20 日に タ
イ ナコンパトムＲＣの例会で贈呈式を行います。ま
た次年度の事業の調査に 11 月 21 日にミヤンマー ヤ
ンゴンＲＣの例会にも参加します。

青少年奉仕委員長

山口

正之

池田ローターアクトクラブの活動を応援し、健全
なリーダーシップを育成できるよう見守っていく。
・ 月２回の例会にＲＣメンバーができるだけ出席し

池田ＲＣのテーマ「はぐくもう！ロータリーの友情」
11 月スケジュール
6

水

3153 回例会

13

水

ガバナー公式訪問

ポリオプラス基金

3154 回例会

10月9日点残高

20

水

休会（祝日週）

10月23日分

27

水

クラブフォーラム②

残高

夜間例会（3155 回例会）

7,182 円
740 円
7,922 円

義捐金ＢＯＸ
10月9日残高

167,019 円

10月23日分

1,612 円
168,235 円

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
日も風も星も
さわやかな朝だ われらはロータリアン
いつもほほえみ いつも元気で
さあ 出掛けよう
日も風も星も ラララ光るよ
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

ニコニコ箱の累計
10 月 23 日現在

509,500 円

11 月 13 日（水）例会

「ガバナー公式訪問」
国際ロータリー第 2660 地区
ガバナー 四宮 孝郎 様

