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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

プログラム

今月は、平和と紛争予防・紛争解決月間です。
世界中のロータリークラプでの取り組みでは、具体的に以下
のようなプログラムも実施されています。

開会・点鐘
ロータリーソング
シェイクハンド

①新天地での世界の支援
カナダ郊外のロータリークラプでは戦火を逃れたシリア難民
2家族を受け入れ、政府による支援制度が認められるまでの
間、地元の人たちに受け入れられるよう生活支援をしていま
す。

ゲスト＆ビジター紹介
出席報告
会長挨拶
幹事報告

②難民に教育の機会を
ナイジェリアではロータリークラブが難民の人たちに、現地
の大学と連携して教育の機会と、食料の提供を通じての生活
支援により、テロ集団に対して間接的な戦いに挑んでいます。

委員会報告
ニコニコＢＯＸ
本日の卓話

③差別と迷信に立ち向かう
タ ンザニアでは「先天性白皮症」の患者に対する迷信による
差別が行われ殺戮された例が多くありました。ロータリーク
ラブでは、医療従事者の研修、医療機器の提供を通じて患者
の人たちを偏見と差別から守る活動をして います。
紛争ではありませんが 新型肺炎コロナウィルスが、世界を騒
がせています。上海の現状ですが、2020 年 1 月 28 日０時時点、
中国政府の発表によると 2858 人が新型肺炎コロナウイルスの確
定診断が出され、5794 人が疑い、死亡 82 人、完治が 56 人とな
っています。上海では 53 人が確認され、内 1 人が死亡、3 人が完
治という状況。上海市内はいつもより人通りが少なぐ町を歩く人
も 90%はマスクを着用しています 。日本人学校も当初の 2/2 か
ら 2/9 まで春節休みを延長しました。また、企業活動のほうも、
公的な春節休みが 1/30 から 2/2 に延期され、さらに上海当局か
ら 2/9 まで休むように通達が出されています。収束の気配がない
状況なので、2/10 から企業活動が再開できるのかかなり怪しい状
況となっています。

慎二

本日の卓話
「やさしいきもちが
みらいをつくる」
卓話者 ： 宮田 博文 様
（株式会社宮田運輸
代表取締役社長）

担

当：南

みどり会員

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
✤ニコニコ BOX✤

研二郎

プログラム担当：幸田
ニコニコ 担当：宮田

幹事

（地区より）
①『2020-21 年度のための会長エレクト研修セ
ミナー（PETS）および 懇親会』のご案内
（奥村勝彦会長エレクト）
②『国際協議会の報告』
（簡 仁一ガバナーエレクト）
（奥村勝彦会長エレクト）
③岩田宙造氏お別れの会のご案内
（近藤会長）
④2 月度ロータリーレート
（1 ㌦＝110 円）のお知らせ
（会員各位）
⑤2020－21 年度ロータリー財団地区補助金
申請受付開始のお知らせ
（奥村勝彦会長エレクト、北林幹事エレクト）
⑥G 月信 2 月号配信のお知らせ
（会員各位）
⑦2019－20 年度第 4 回 IM 第 1 組会長・幹事会、
会場変更のお知らせ
（近藤会長、名村幹事

✤出席報告✤
出席報告 永田 大介 会員
○出席数 26 名
○会員数 32 名
○出席率 81.25％
○前々々回 93.75％（1 月 8 日）
メーキャップ
橘高又八郎 会員 （1/9 RAC）

近藤

伸明
雅章

会員
会員

秀一会長：林副会長、ご結婚おめでとう
ございます。本当に嬉しく思
います。心よりお祝い申し上
げます。
橘高又八郎会員：林功様、ご結婚おめでとうご
ざいます。洋子様もお喜びの
ことでしょう。
奥村 昌也会員：写真をいただいて。
林
功会員：私事ですが、本日入籍しまし
た。お祝いをいただきました。
ありがとうございました。
写真をいただいて。
永田 大介会員：林会員おめでとうございます。
田中 孝史会員：写真をいただいて。
福林 愼二会員：配偶者誕生日。
名村研二郎会員：写真をいただいて。前回欠席
のお詫び。
豊田 修一会員：写真をいただいて。
奥村 勝彦会員：写真をいただいて。ありがと
うございました。
南 みどり会員：写真をいただいて。
北林 寛崇会員：写真をいただいて。ありがと
うございました。
木平 朝子会員：本人誕生日。写真をいただ
いて。
笹川 哲士会員：前回、所用により欠席しま
した。申し訳ありません。
田村 大輔会員：結婚記念日。

３ 好意と友情を深めるか
✤２月のお祝い✤

４ みんなのためになるかどうか
✤前回の卓話✤

会員誕生日：
木平 朝子 会員

「タイ・ミャンマー報告」
配偶者誕生日
福林 雅子 様

（国際奉仕委員会）

吉岡

崇

会員

本年度事業：11 月 19 日～11 月 24 日までタイ
及びミヤンマー訪問
メンバー ：近藤会長・暮部副委員長・
橋本会員・吉岡国際委員長
４名参加

結婚記念日
田村 大輔

〇浄水器２台
２か所の保育園へ池田ＲＣより 3,000 ドル
ナコンパトムＲＣ865 ドル
(ダイキンサンプラン・ナコンチエイスリー・
ドンチユーム)他 3 クラブ各 325 ドルで合計
4,840 ドル贈呈しました。
会員
〇喫茶店（スターバックスコーヒー）
脳外科ＲＣメンバーと行く。
〇ナコンパトムＲＣ 例会に参加⇒浄水器の
贈呈式を行いました。
〇ナコンパトムＲＣのメンバーとお寺に訪問
（ＲＣメンバーのお寺？）バッチもらう。
〇21 日バンコク→ヤンゴンへ
〇ヤンゴンＲＣ２名のメンバーとホテルで会
う。（木下氏東京ＲＣ・羅氏）レストランに
て交流しました。

池田ＲＣのテーマ「伝統と革新 目指そう INSPIRED
〇22 日 チャイティーヨ・パゴダ
（ゴールデンロック）仏陀の髪の毛３本で落ち
ないそうです。
〇23 日 お寺巡り・アウンサンスー・チーの
父親の事務所今はレストランに行きました。
マッサージ 目の悪い人のマッサージを受け
ました。

池田 RC

池田ＲＣのテーマ「伝統と革新 目指そう INSPIRED

池田 RC

義捐金ＢＯＸ
2 月スケジュール
5

水

3162 回例会

12

水

休会（祝日週）

19

水

3163 回例会

26

水

3164 回例会

1月29日時点残高

176,333 円

2月5日分

856 円

残高

177,189 円

ポリオプラス基金
！

1月29日時点残高

14,215 円

2月5日分

627 円

残高

14,842 円

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

雪山賛歌
雪よ岩よ われ等が宿り
俺たちゃ 街には
住めないからに
シール外して パイプの煙
輝く尾根に
春風 そよぐ
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

ニコニコ箱の累計
2 月 5 日現在

964,500 円

2 月 26 日（水）例会
「こどもたちを取り巻く環境」
コメント：
「こどもたちを取り巻く環境や、
これからの教育の在り方など、
客観的事実に自分の価値観を
加え、話をさせていただきま
す」

卓話者：名村

研二郎

会員

