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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

新年 明けましておめでとうございます。今年も宜しくお
願い致します。
さて、お正月は、池田市長と姉妹都市蘇州市に訪問と、恒
例の寒山寺、除夜の鐘の行事に参加してまいりました。この
行事は 1980 年、池田日中友好協会 故 藤尾名誉会長が始め
られました。当初は 20～30 人の日本人で始まったものが、
今年で 41 回目。中国全土から 20000 人程参加するイベント
となっています。このイベントが始まった翌年、1981 年 6
月 6 日、蘇州市の第 1 号として池田市と友好都市締結されま
した。同日の 2 時間後、金沢市とも締結されました。池田市
と蘇州市は今年、姉妹都市締結 40 周年を迎えます。締結し
た当時の蘇州市の人口は 80 万人程でしたが、現在は 1200
万人で中国の 5 大都市になります。
池田には応神天皇のころ、呉の国（現在 蘇州市）から 呉
織・漢織の 2 人の織り姫がこの地に渡り、織物や染色の技術
を伝えたと伝説が残っております。池田市内には、この機織
伝承ゆかりの旧跡が各所に残されています。2 人の織姫を乗
せた船が着いたところが唐船が淵（新町～木部町 猪名川の
カーブ辺り）、糸を染めた井戸が染殿井（満寿美町）、絹を
干したのが絹掛の松（畑）、 機を織ったところが星の宮（建
石町）、2 人が葬られたとされる墓が梅室・姫室（槻木町～
室町あたり）、そして呉織が祀られたのが呉服神社（室町）、
漢織が祀られたのが伊居太神社（綾羽）とされています。池
田市の市章はこの伝説を元にしています。外側の井桁は染殿
井を 内側の糸巻きは織り姫たちが織物に使った糸巻きを
表しています。

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
「職業奉仕に
ついて」
卓話者：上甲 悌二 様
（職業奉仕委員会）
担 当：田中 孝史 会員

四つのテスト

１ 真実かどうか

✤幹事報告✤
名村
（地区より）
①地区ロータリー財団

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

○出席数 29 名
○会員数 32 名
○出席率 90.63％
○前々々回 93.75％（12 月 4 日）

補助金管理セミナー

のご案内
（奥村会長エレクト、林会長ノミニー）

メーキャップ
名村研二郎
北林 寛崇
田村 大輔

②2020－21 年度クラブ情報と役職者名
ご報告のお願い
（奥村会長エレクト、北林幹事エレクト）

会員 （12/4 理事会）
会員 （12/14 地区大会）
会員 （12/14 地区大会）

③次年度ガバナー公式訪問日程および
地区主要行事予定のお知らせ
（奥村会長エレクト）
④2020－21 年度地区委員会出向者ご推薦
に対するご連絡
（近藤会長、奥村会長エレクト）
⑤2019－20 年度第４回 IM 第 1 組会長・幹事会
開催のご案内
（近藤会長、名村幹事）
⑥「2020－21 年度のための地区チーム研修
セミナー」ご案内
（橋本会員）
⑦2020 年 1 月度 ロータリーレート
のお知らせ（1 ドル 110 円）
⑧2019－20 年度地区資金後期分振込のお願い
（近藤会長、名村幹事）
⑨2019－20 年度「ロータリー賞」申請のための
説明会ご案内
（近藤会長、名村幹事、事務局）

✤ニコニコ BOX✤
プログラム担当：幸田
ニコニコ 担当：宮田
近藤

伸明
雅章

会員
会員

秀一会長：新年あけましておめでとうご
ざいます。本年もどうぞよろ
しくお願い致します。
徳永 昭夫会員：本人誕生日。今年は私の当た
り歳です。何回目で しょう
か？
山口 正之会員：配偶者誕生日。
北野 紀之会員：あけましておめでとうござい
ます。本年もどうぞよろしく。
林
功会員：初例会。よろしくお願いしま
す。
田嶋也寸志会員：あけましておめでとうござい
ます。
暮部 光昭会員：新年あけましておめでとうご
ざいます。本年もよろしくお
願いします。

３ 好意と友情を深めるか
永田

４ みんなのためになるかどうか

大介会員：皆様、あけましておめでとう
✤1 月のお祝い✤
ございます。今年は 5 月～6
月にかけて潤 4 月が入ります。 ＊会員誕生日
いつもより春が長く 感じら
徳永 昭夫 会員
れるかもしれません。結婚記
福林 愼二 会員
念日お祝いを頂いて。
田中 孝史会員：新年あけましておめでとうご
ざいます。本年もよろしくお
願いします。
福林 愼二会員：本人誕生日。
名村研二郎会員：新年あけましておめでとうご
ざいます。本年もよろしくお
願い致します。
豊田 修一会員：謹賀新年。本年もよろしくお
願いします。ロータリーが今
年も発展しますように。
奥村 勝彦会員：おめでとうございます。今年
＊配偶者誕生日
もよろしくお願い致します。
山口 逸子 様
南 みどり会員：歌を歌わせていただき、あり
田中 尚美 様
がとうございます。心をこめ
宮田 尚子 様
て歌わせていただきます。
北林 寛崇会員：クリスマス家族例会、ありが
とうございました。今年もよ
ろしくお願い致します。
橋本 昌也会員：本年もよろしくお願いします。
明日 9 日、20 時よりＲＡＣの
初例会が開催されますので、
ご参加お願いします。
幸田 伸明会員：結婚記念日。
宮田 雅章会員：新年あけましておめでとうご
ざいます。今年もどうぞよろ
＊結婚記念日
しくお願い致します。配偶者
岸上 宏司 会員
誕生日。
永田 大介 会員
木平 朝子会員：新年おめでとうございます。
幸田 伸明 会員
今年もよろしくお願 い致し
木平 朝子 会員
ます。結婚記念日。
田村 大輔会員：新年あけましておめでとうご
ざいます。本年も何卒よろし
くお願い致します。

池田ＲＣのテーマ「伝統と革新 目指そう INSPIRED
✤前回の卓話✤

池田 RC

木平会員 「進」
新しいことにもチャレンジして進んでいけます

～新年祝賀例会～

ように・・・

「あけましておめでとう
ございます」
～吉岡会員、木平会員による書初め～
“2020 年度、決意の一言を”

～南会員、池田ＲＡＣ ＯＧ女川さんによる
ピアノと歌のハーモニー♪～

吉岡会員 「健」
健康に 1 年過ごせますように・・・

素敵な演奏と歌を楽しみました♪

池田ＲＣのテーマ「伝統と革新 目指そう INSPIRED

池田 RC

ポリオプラス基金
1 月スケジュール
1

水

休会（年始）

12月22日時点残高

8

水

新年祝賀例会

1月8日分

（3159 回例会）

残高

15

水

休会（祝日週）

22

水

3160 回例会

29

水

3161 回例会

12,665 円
578 円
13,243 円

義捐金ＢＯＸ
！

12月22日時点残高

173,865 円

1月8日分

886 円

残高

174,751 円

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

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
めぐる歯車いて輝きて
永久に栄えよ
我等のロータリー

ニコニコ箱の累計
1 月 8 日現在 876,500 円

1 月 29 日（水）例会

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

「お昼のエッセイ」
コメント：後期高齢者の仲間入り
して思うこと
卓 話 者：奥村

勝彦

会員

