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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

先週、吉岡国際奉仕委員長を団長に タイ・ミャンマーにいっ
てまいりました。
まず、11 月 20 日 タイ ナコンムパトムロータリ-クラブとの
共同事業で小学校に浄水器を 2 台寄贈の贈呈式に参加してまいり
ました。 これは継続事業で、これで 18 台になります。例会に
も参加してまいりました。
その後、ミャンマーのヤンゴンロータリーを訪問しました。ミ
ャンマーは 1989 年 6 月 18 日、対外的呼称が「Burma」から
「Myanmar」へと変更されました。同時に首都名を「ラングーン」
から「ヤンゴン」に変更されました。2006 年 10 月に首都がネー
ピードーに移転しました。最大都市はヤンゴンです。面積は 約
67 万 8500Km2 日本の約 1.8 倍 人口は 5283 万人 ビルマ族が
70％ですが国内に 135 の民族が居住しています。 宗教は国民の
85％が仏教徒です。敬謙な仏教徒で非常に治安のいい国です。
通貨はチャット（Ｋｙａｔ）労働者の月給は、日本円で約 10000
円です。日本より 50 年 隣国のタイより 25 年 ベトナムより 9
年遅れています。但し 最近の成長率は目覚しく 今後は期待さ
れ、最後のアジアのパラダイスと言われています。スズキが既に
進出しており、今後、トヨタ・日産も進出を決めており未知のビ
ジネスチャンスがある印象です。
ローリーの話ですが、ヤンゴンロータリーのメンバーさんと
会食をしながら、奉仕事業について、色々情報交換をさせて頂き
ました。まだまだ、未成熟な社会で教育・医療面での支援を希望
されていました。詳細につきましては、次年度会長・国際奉仕委
員長に引継ぎをさせていただきます。

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
「心温まるタバコ
のお話」
卓話者：井上

裕子会員

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

出席報告

幹事

永田

大介 会員

○会員数 32 名
○出席数 25 名
○出席率 80.64％
○前々々回 86.67％（10 月 23 日）

（地区より）
①令和元年台風 15 号千葉件災害義捐金
ご協力の御礼
（近藤会長、名村幹事）
②ガバナー公式訪問御礼
（近藤会長、名村幹事）
③第 7 回日台ロータリー親善会議のご案内

メーキャップ
南 みどり
名村研二郎

会員
会員

（10/2 理事会）
（10/2 理事会）

（近藤会長、会員各位）
（池田商工会議所より）
④役員退任のご挨拶・就任のご挨拶
（近藤会長）
⑤2020 年度新年賀会のご案内
（近藤会長）
（池田地区募金会より）
⑥池田地区募金会 理事会開催について
（ご案内）
（近藤会長）
⑦歳末たすけあい運動×ふれあい餅つき大会
への協力について（ご依頼）
（近藤会長）

✤ニコニコ BOX✤
プログラム担当：幸田
ニコニコ 担当：宮田
近藤

（池田市市民安全実行委員会より）
⑧池田市市民安全街頭キャンペーンの参加に
ついて（依頼）
（会員各位）
（社会福祉法人池田市社会福祉協議会より）
⑨令和２年新年互礼会の開催について
（ご案内）
（近藤会長）

林
橋本
木平

伸明
雅章

会員
会員

秀一会員：今日はクラブフォーラムです
い。林副会長のリードのもと
様々な議論が楽しく できれ
ばと思います。また、ラック
の皆様ようこそ！今 日もよ
ろしくお願いします。
功会員：卓話当番です。よろしくお願
い致します。
昌也会員：欠席のお詫び。
朝子会員：欠席のお詫び。

３ 好意と友情を深めるか
✤お客様紹介✤
杉山
東條

紗紀 様
（池田ローターアクトクラブ幹事）
暁之 様
（池田ローターアクトクラブ）

４ みんなのためになるかどうか
勝手に３名の先輩を指名させていただき、クラブの
伝統についてお話をいただきました。
２－１

最初に、４３年という長期在籍をされてい

る徳永会員から、２２年前に会長をされた当時のお
話などを伺いました。当時の会員数は６３名、伊勢
ガバナー（当会会員）のもとで地区大会を実施され
たこと、出席規定が厳しく週報の記載ミスにも厳し
かったこと、女性会員促進（森会員－会もご経験－
に入会いただいたこと）などのお話の後、最後に、
池田くれはロータリークラブの分離独と提携につい
てのお話がありました。
２－２

次に、橘高会員から、一業種一名という職

業分類についての誇り、阪急・ダイハツ・池田銀行
という池田を代表する企業から会員が排出されてい
ること、義援金ボックスやシェイクハンドのなりた

✤前回の卓話✤

第２回クラブフォーラム
クラブの伝統について

たについてのお話があり、さらに、出席義務のない
特例会員を設けてはどうか、例会は５週目休みとか
臨時で夜間にしたりするのではなく水曜昼に年間５
０回程度実施してはどうか、
「Enjoy rotary、クラブライ
フを楽しみましょう。親睦旅行では普通に行けないとこ
ろへ行ったり。夫婦での参加を推奨しています。池田で
も楽しみましょう。」というご提案がされました。

２－３

最後に、明石会員から、ロータリー活動が

すばらしい親睦を生むこと、女性会員増強の必要性、
継続が伝統を生むこと、国際活動の歴史と有用性に
ついてのお話がされました。
３－１

以上の諸先輩のお話を受けて、北林会員に

ご意見をお願いしたところ（ユルさと無茶振りは私
の欠点でして、どうかご海容ください！）、現在、ロ

林

功

副会長

ータリーが変革の時期に来ていると感じている、先
代・先々代が会員であり、ロータリーの話を聞いて

１ 今年度のクラブ管理運営委員会の方針で書きま
したとおり、これまで諸先輩が築いてこられたク
ラブの伝統を受け継ぎ、今後に向けた変革につい
ても徐々に考えてみたいと思っておりました。
このような考えから、今回のクラブフォーラム
では、まず、私が予め（と言っても直前でしたが）

はいたが、実感としてはご自身が入会してみて初め
てわかったとのお話がありました。
３－２

引き続き、同様に南会員に、同様に無茶振

りでご意見をお願いしたところ、やはりご祖母・父
上も（当会かどうかはともかく）ロータリアンでお
られたところ、ご自身も入会してみて、池田で仕事
をし、例会に来てみて周囲から暖かく見守ってもら

池田ＲＣのテーマ「はぐくもう！ロータリーの友情」
えていることを実感しているとのお話がありました。

義捐金ＢＯＸ

４ 以上、私らしく、事前に明確なアジェンダがあ
ったわけでもなく、ユルさと無茶振りでテキトーに
クラブの伝統について議論をしましたが、皆様あた

11月13日残高

たかくご協力くださいまして、本当にありがとうご

11月27日分

170,236 円
600 円

ざいました。先輩諸氏からは、このような話は本来

170,836 円

３０分という短時間ではなく、じっくり時間をかけ
てすべきだというご意見も出されました。
このような問題意識と今回の成果を、次回以降の

ポリオプラス基金

クラブフォーラムに繋げて行きたいと考えてい
ます。

11月13日点残高

10,210 円

11月27日分
残高

12 月スケジュール
4

水

3156 回例会

11

水

年次総会

水

休会（振替）

22

日

忘年クリスマス例会

10,715 円

ニコニコ箱の累計

（3157 回例会）
18

505 円

11 月 27 日現在

643,500 円

（3158 例会）
25

水

休会（年末）

12 月 11 日（水）例会

「池田 RC 70 周年に向けて」

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

担

ロータリー讃歌
こ こ ろ

巧

会員

コメント：70 周年のビジョン
変えてはならない RC
変えなければならない RC

ロータリー 奉仕の精神
ロータリー 誠意と友愛
ロータリー 徳義に立って
世界を 一つに結ぶ
ロータリー ロータリー
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

当： 明石

！

