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2020-21 年度

会長

奥村 勝彦

みなさんこんにちは。本日は池田クレハロータリークラブの会
長池田様と幹事の加藤様をお迎えしての開催でございます。後ほ
どご挨拶いただきますが、どうぞごゆっくりお過ごしいただきた
いと思います。クレハさんへは幹事の北林さんと私が、今週の月
曜日におじゃまいたしました。何回か合同例会に参加させてもら
いましたが、違った感覚で、大変居心地が良かった様に思いまし
た。これも会長のお人柄だなと思った次第です。さて、先週の木
曜日に IM1 組の 15 クラブによる第一回の会長幹事会が、大阪中
央の辻川ガバナー補佐の議長でホテルグランビア大阪でありま
して、これに参加してまいりました。今年はコロナの影響で会長
のみの出席となりました。池田会長さんともご一緒したのです
が、各クラブ 3 分間で活動計画を報告することになり私は今年の
池田のテーマとその心について話しました。
各クラブとも今年はコロナのおかげで、十分な準備が出来ず苦
慮されている模様ですが、出来ることを精一杯やろうという風で
ありました。それでも私たちにとって参考にしたい項目もありま
すので、各委員長に回覧しますので、ご参考にいていただければ
と思います中で少し驚きましたのは、15 のうち約半分の 7 クラブ
が台湾のクラブと交流があるとことでした。
クレハもやっておられますが、国際交流もなかなかいいなあと
感じた次第です。私たちも参考にできることはどんどん取り入れ
よりあじわい深いクラブを目指していきましょう。
ご静聴ありがとうございました。

プログラム
開会・点鐘
ロータリーソング
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
「コロナ後のために
昔の自分を見つめる」

卓話者：岸上 宏司 会員

四つのテスト

１ 真実かどうか

✤お客様紹介✤

✤幹事報告✤
北林

２ みんなに公平か

寛崇

幹事

（地区より）
①「第 19 回ロータリー全国囲碁大会」
のご案内
（奥村会長、北林幹事、
国際奉仕委員長名村会員）

池田
加藤

吉清
光祥

様（池田くれはロータリークラブ会長）
様（池田くれはロータリークラブ幹事）

②2020-21 年度 大輪ゴルフ大会（第 41 回）
「開催 1 年延期」のご案内
（奥村会長）
③ハイライトよねやま

発刊のお知らせ

（会員各位）

✤ニコニコ BOX✤
（池田地区募金会より）
④池田地区募金会 理事会の開催について
（ご案内）
（奥村会長）

✤出席報告✤
出席報告

田村

大輔

会員

○出席数 25 名
○会員数 30 名
○出席率 83.3%
〇前々々回 81.82％（6 月 24 日)
メーキャップ
田嶋也寸志 会員（6/3 理事会）
田中 孝史 会員（3/3 理事会）

プログラム担当：橋本
ニコニコ 担当：幸田
池田

昌也
伸明

会員
会員

吉清 様
（池田くれはロータリークラブ会長）
加藤 光祥 様
（池田くれはロータリークラブ幹事）
：先日は、奥村会長、北林幹事
に例会にお越しいただき、誠
にありがごうございました。
1 年間よろしくお願い致しま
す。
奥村 勝彦会長：クレハクラブ会長、池田様、
幹事加藤様、ようこそお越
しいただきました。
橘高又八郎会員：卓話当番です。僕の話を聞い
てください。
山口 光昭会員：皆出席を頂いて。まさかと思
いました。ありがとうござい
ます。
吉岡
崇会員：池田くれはＲＣ会長池田様
幹事加藤様、ようこそいらっ
しゃいませ！
林
功会員：前回欠席のお詫び。

３ 好意と友情を深めるか
鶴原

４ みんなのためになるかどうか

英生会員：池田くれはＲＣの池田会長、
加藤幹事、ようこそお越しい
ただきました。

住宅地の近く自然が残された里山として貴重な存在
であり、ニホンザル、狸、鹿や猪、マダニも生息しま
す。山麓は五月山公園として整備され、桜や紅葉の名
所として市民の憩いの場となっており、ハイキングを
楽しむ人も多いです。山上にはドライブウェイが通じ、

✤皆出席のお祝い✤

展望台、墓苑、ゴルフ場、愛宕神社などがあります。
池田ＣＣの場所に、衣懸松（きぬかけのまつ）と呼

山口

正之 会員

入会年月日
H3.7.10

ばれる松の木が存在したとされ、クレハトリとアヤハ
トリが機で織った布を、衣懸松に掛けて干したとされ
ています。
6 時に出発し日の丸展望台下の公園事務所に向かい
ます。急いで 42 分五月平コース、杉ヶ谷コース、ひ
ょうたん島コース、望海亭コース、大文字コース、五
月山ドライブウェイがあり、ポピュラーなのが大文字
コース。五月平コースは距離は短いが階段が続きます。
27,27,24,15 25, 27,27 、25 と石段が続きます。家から
登り口まで 20 分、ドライブウェイまで 20 分です。習
い事と同じで急な坂道は早く進みますが疲労も大き
くなります。時間を掛けて楽な道を進むのも一局です。

✤前回の卓話✤

帰りは急いで 30 分往復で 1 万歩掛かります。
公園事務局でスタンプを押して 1 回完了です。7 月
11 日で 300 回になりました。平成 30 年 2 月から始め
ています。週 3 回付 10 回年間 120 回が目標です。ト
ータルで 1000 回を目指しています。事を成し遂げる
為に手を伸ばせば届くところに設定します。又、自分
のためで無く他人のためとしたほうが気が楽になり
ます。スタンプも継続する為のツールです。プラス周
りの人に宣言する。年賀状に書き込むなどです。
診療所の向かいの駐車場係のＫさんは 25 年間に

「五月山へＧＯ！」
橘高 又八郎 会員
五月山は、大阪府池田市から箕面市にかけて連なり、
はっきりとしたピークはなく、日の丸展望台脇の三角
点 315ｍ（あべのハルカスは 300ｍ）を一般的な標高
としています。因みに 3 月 15 日は五月山の日です。

5980 回登られています。ご夫婦で登る人、6 尺棒を振
りまわし、登る人、今時ですがノルディックですかス
トックで登る人がいて。挨拶を交わします。天気予報
は常に確認し、雨はやめます。
きっかけは、2018 年お正月屋久島縄文杉登山を計
画し準備のため登山靴、リュックを買い込み、30 分掛
けて石橋まで歩きスポーツクラブに通い鍛えており
ましたのですが、屋久島でお天気・雨・ミゾレのなか

池田ＲＣのテーマ「Together Everyone!～素晴らしい出会い（機会）を求めて～」
10 時間歩きふらふらになって完走したことでした。ホ
テルに戻ると疲労困憊足が動きません。翌日の島巡り
バスツアーはキャンセルする羽目になったのです。2
月に日の丸展望台に上がったおり、この制度を知り挑
戦する気になりました。
所詮自己満足の世界ですが、風邪がひきにくい、歩
くのが速くなった。早起きが苦にならないほどの効果

8月スケジュール
5

水

3172 回例会

12

水

休会（祝日週）

19

水

3173 回例会
クラブフォーラム①

26

水

3174 回例会

です。又池田Ｒの青いジャンパーを纏い、ＰＲしてい
ます。1000 回登山半ばでございます。来年の今頃に
は 420 回を迎えればと思っています。健康に留意して
歩んでいきたいと思います。
応神天皇の時代、機織、縫製技術を得るために呉王
に乞い連れ帰った呉服媛（くれはとりのひめ）
・穴織
媛（あやはとりのひめ）が池田の地に迎えられた呉
服・穴織姉妹の妹、穴織媛が死去し、仁徳天皇によっ
て祀られたと日本書記に書いてあります。
あやはとり

穴、漢機織り

あやハタオリ→ハトリ。

呉紀織り くれハタオリ→クレハトリ。
星の宮—上池田 姫室—呉機織り姫の墓 衣懸けの
松

衣被きの松 染殿井-満寿美

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

日も風も星も（８月）
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
ほがらかな昼だ われらはロータリアン
みんな楽しく みんな胸張り
さあ 語りあおう
日も風も星も ラララ光るよ
みちたりた夜だ われらはロータリアン
今日は奉仕を 明日も奉仕を
さあ 夢見よう
日も風も星も ラララ光るよ
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

池田ＲＣのテーマ「Together Everyone!～素晴らしい出会い（機会）を求めて～」

ポリオプラス基金

7月8日時点累計

1,270 円

7月15日分

509 円

累計

1,779 円

義捐金ＢＯＸ
7月8日時点累計

122,661 円

7月15日分

969 円

累計

123,630 円

ニコニコ箱の累計
7 月 15 日現在 130,000 円

8 月 19 日（水）例会
「クラブフォーラム①」
担

当：

鶴原

英生

副会長

