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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

今月は、ロータリー財団月間ですので、ロータリー財団についてお話をさせていた
だきます。
ロータリ財団は、1971年 アーチ C.クランフ国際ロータリー会長が世界でよいこと
するために基金の設置を提案したことに始まり、1983年にイリノイ州法の下に非営利
財団法人となりました。公益財団法人ロータリー財団は、ロータリーの奉仕の理念に
基づき、人々の健康状態を改善し、教育への支援を高め、貧困を救済することを通
じて、世界理解・親善・平和を達成できるようにすることを目的としています。
100年以上も前に創立されて以来、ロータリー財団は、教育の支援や持続可能な
成果を生み出すプロジェクトに総額40億ドル以上の資金を提供してきました。一 つ
ひ とつ のご 寄付 によ り、 世界 中の 地域 社 会を 少し ずつ 変え てい くこ とができます。
ロ ータ リ ー財団 の使 命は 、ロータ リ ア ンが 、健 康状 態を 改善 し 、 教育 への 支 援 を
高 め、 貧困 を救 済す るこ とを 通じ て、 世界 理解 、親 善、 平和 を達 成で き るようにす
ることです。
ご寄付が世界にもたらす影響
・わずか60セントで、1人の子どもをポリオから守ることができます
・50ドルで、水を介する疾病から人々を守るために安全な水を提供することができ
ます。
・500ドルで、いじめ撲滅キャンペーンを立ち上げ、子どもたちに安全な環境をつく
ることができます
2018 会 計 年 度、□ー タリ ー財 団は 1 ,306 ロ 、 合計8 6,677,399 ド ルの補助金を
授与しました。以下は分野の内訳です。

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
「ガバナー公式訪問」

卓話 者 :国際 ロ ータリ ー
第 2660 地区
ガバナー
四宮 孝郎 様

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

出席報告

幹事

永田

大介 会員

○会員数 31 名
○出席数 25 名
○出席率 83.3％
○前々々回 87.10％（10 月 9 日）

（地区より）
①メークアップルール変更に伴うクラブ細則
の改正について
（近藤会長、名村幹事）

メーキャップ
橋本 昌也
暮部 光昭

②延期となった公共イメージ向上並びにクラ
ブビジョン策定セミナーの

会員
会員

（9/28 RAC）
（10/2 理事会）

ご案内
（近藤会長、奥村勝彦会長エレクト）
③2019－20 年度ローターアクト
西ゾーン連絡協議会（親子会）開催の

✤ニコニコ BOX✤

ご案内
（RAC 担当橋本会員）

プログラム担当：幸田
ニコニコ 担当：宮田

④「秋の RYLA セミナー」開講式・閉講式
のご案内
（会員各位）
⑤11 月ロータリーレート（1 ドル 108 円）
のお知らせ
（会員各位）
⑥「クラブ会員のロータリーに関する
意識調査」（アンケート）のお願い
（近藤会長）
（池田地区募金会より）
⑦歳末たすけあい運動実施に伴う募金の
御協力について（お願い）
（近藤会長）

近藤

伸明
雅章

会員
会員

秀一会員：親睦委員会の皆様、楽しい親
睦会、ありがとうございまし
た。
徳永 昭夫会員：配偶者誕生日を頂いて。
橘高又八郎会員：結婚記念日＋親睦旅行でお世
話になりました。
明石
巧会員：本人誕生日。
山口 正之会員：結婚記念日。完全に忘れてい
ました。ありがとうございま
す。
岸上 宏司会員：配偶者誕生日。
奥村 昌也会員：結婚記念日。
井上 裕子会員：配偶者誕生日のお祝いを頂き
ありがとうございました。先
日の全日本歯科医師 テニス
大会女子ダブルスの部で、タ
イブレークを制して 優勝し
ました！
暮部 光昭会員：卓話当番です。
柴田 宜孟会員：本人誕生日、配偶者誕生日。

３ 好意と友情を深めるか
加茂

守会員：10 月 31 日ゴルフ幹事永田大
介さん、ご苦労さんでした。
白内障から回復して 18 ホー
ル回れて本当にあり がとう
ございます。
名村研二郎会員：前回欠席のお詫び。
南 みどり会員：欠席のお詫び。
北林 寛崇会員：10 月 27 日の秋の親睦会、ご
参加頂きましてあり がとう
ございました。
木平 朝子会員：配偶者誕生日。ありがとうご
ざいます。
笹 川 哲 士 会 員 ： 14 歳 の 時 、 ビ ー ト ル ズ
の”When I’m 64”を始め
て聞き、「いい曲だなあ」と
思 い ま し た 。 そ れ か ら 50
年・・・。自分がその歳にな
るとは、びっくりです。

４ みんなのためになるかどうか
配偶者誕生日：
徳永 佳子
岸上小夜子
鶴原 洋子
柴田 優子
井上 博之
木平 公平

様
様
様
様
様
様

会員結婚記念日：
橘高又八郎
山口 正之
奥村 昌也

✤１1 月のお祝い✤
会員誕生日：
明石 巧
会員
柴田 宜孟 会員
笹川 哲士 会員

会員
会員
会員

池田ＲＣのテーマ「はぐくもう！ロータリーの友情」
イレチャボをすれば一見したところ損に見えるが、

✤前回の卓話✤

賃率の関係から運転者の収入はプラスに転じる。神
の手とも言う。
上・・・高速道路のこと。一般道は下。地べたとも
言う。
濃口・・・常に営業収入が高く安定している運転手
のこと。
薄口・・・・・・営業収入が常に平均水準に達しな

「タクシーの事、再び…」
暮部 光昭 会員

宮崎県延岡市

運転者３大持病・・・運転者の 60～70％が患って
いると推測されている病気のこと。60 歳前後の運

令和元年 10 月 29 日
扇興タクシー株式会社

い運転者のこと。

代表取締役

就任

転者の多くは、高血圧・糖尿病・心臓病のいずれか
を患っていることから、3 大持病と呼ばれだした。

70 台

代表者変更が地元紙の一面になる。
10 月 1 日からの運賃改定は内閣府の横槍で消費税

煙突・・・運賃不正行為の一種。旅客の乗車があっ

分のみ転嫁。

てもメーターを倒さず、空車表示板を立てたまま不
正営業をする様が煙突が立ったままであることを

タクシー用語

連想させたことから“煙突”と呼ばれるようになっ

相対運賃・・・アイタイウンチン。運賃不意行為の

た。また、運賃メーターを作動させないため、運賃

一種。広辞苑に他人を交えず、２人差し向かいで事

が煙突から立ち昇る煙のように消え去って、運転手

を行う事。とあり、運転者と

のポケットに入ってしまうことから、エントツと呼

旅客が相対し、直

接に話し合い、メーター運賃を無視して運賃を決め

ばれだした。

る事。
加古川行き・・・点呼などで飲酒運転をするなと直
家無き子・・・・住居を持っていない独り身の運転

接いわず、“加古川行きに鳴らないように。前日の

手が、会社の仮眠室、それも共有のベッドを専有し

お酒の量を控えましょう”と言っているところがあ

たり、割り当てられて住居代わりにしている場合を

る。加古川とは西日本の交通犯罪者専門の刑務所と

いう。会社には風呂・トイレ・洗濯機・テレビ・新

して知られる加古川刑務所のこと。

聞等々、生活に必要な物は全て揃っているため、家
無き子は何一つ不自由なく生活できるとのこと。

感度不良・・・無線用語。交通取締りをしていた場
合。例えば、173 号線多田から木部方面感度不良。

イレチャボ・・・ブッコミ、下駄を履くと同義語。
営業収入が足切りに達しない場合、自ら不足営収額

運転者 3 大話題・・・昭和 55 年ごろまで、運転者

を旅客がいない状態で賃走して補い負担すること。

が何人か寄れば必ずといってよいほど、酒か女性か

池田ＲＣのテーマ「はぐくもう！ロータリーの友情」
博打のどれか一つが話題となっていたそうだ。運転
者の平均年齢が 40 代歳代ごろの元気盛時代の遠い

11 月スケジュール

昔の話題。
K・S・K・・・・タクシーにおける 3 大忘れ物のこ

6

水

3153 回例会

13

水

ガバナー公式訪問
3154 回例会

と。大阪タクシーセンターの統計では落し物のトッ
プスリーは 1 位携帯電話、2 位財布、3 位カバンで

20

水

休会（祝日週）

あることから、いつしか頭文字で K・S・K と呼ば

27

水

クラブフォーラム②
夜間例会（3155 回例会）

れる。
圏外・・・定められた営業区域の外のこと

12 月スケジュール

ご祈祷・・・強引に旅客にチップを要求したり、
高額運賃を求めること。明治から、昭和の初めころ

4

水

3156 回例会

の人力車夫の言葉“ご祈祷”はタクシーにも引き継

11

水

年次総会

がれて 1960 年（昭和 35 年）ころまで用いられる
ことが多々あったとのこと。しかし現在は死語。

（3157 回例会）
18

水

休会（振替）

22

日

忘年クリスマス例会

財布・・・無線用語。タクシー強盗が持つナイフ等
の凶器の情報を、無線配車室が各移動局に伝える場

（3158 例会）
25

水

休会（年末）

合、“凶器云々”では耳触りが悪いことが少なくな
いため、“財布”と言い換えて用いる。
白タク・・・タクシー偽装不正行為。国交省の
許可を受けてない人が、タクシー営業行為を行い運
賃を受け取ること。ナンバープレートが営業用に認
められた緑色でなく、自家用車の白色のままである
ことから“白タク”と呼ばれている。
あぶれ・・・仕事のないこと。例えば、空港な
どの乗り場で順番を待っていたがお客様が切れて

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

奉仕の理想
奉仕の理想に集いし友よ
御国に捧げん我等の業
望むは世界の久遠の平和
めぐる歯車いや輝きて
永久に栄えよ
我等のロータリー

終了すること。

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

池田ＲＣのテーマ「はぐくもう！ロータリーの友情」

ポリオプラス基金

10月23日点残高

7,922 円

11月6日分

1,300 円

残高

9,222 円

義捐金ＢＯＸ
10月23日残高

168,235 円

11月6日分

1,050 円
169,285 円

ニコニコ箱の累計
11 月 6 日現在

591,500 円

11 月 27 日（水）例会

「クラブフォーラム②」
（夜間例会）
担当：

林

功

副会長

