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2021-22 年度ＲＩ会長シェカール・メータ ■地区ガバナー 吉川 秀隆
■会長 林
功 ■副会長 名村研二郎 ■副会長 井上 裕子 ■副会長 鶴原 英生 ■幹事 林原みどり
■親睦委員長 笹川 哲士 ■広報･会報 吉岡 崇

2021-22 年度

No.3204

会長

林

功

ロータリーの年度は毎年７月から始まりますが、本年度も早い
もので、もう１０月になりました。新年度も既に４分の１が経過
したわけですが、まだ会長らしい仕事は何もしたわけではありま
せんので、改めて気を引き締めております。
さて、コロナ渦に伴う緊急事態宣言等も先月末をもって半年ぶ
りに全国的に解除され、今月に入りまして、行動制限も徐々に緩
和されてきております。例会での食事も復活いたしました。次回
以降の例会のあり方につきましては、後ほど理事会で審議させて
いただきますが、個人的には、今後も油断をしないようにしなが
ら、徐々に例年どおりの例会のやり方に復活させて行きたいと考
えております。ただし、オンラインによる出席の形態は、今後も
続けて行きたいと考えております。
また、クリスマス例会、春の親睦会なども、できれば復活させ
たいと考えております。ただ、そのためには、今後また緊急事態
宣言などが出ることのないよう、くれぐれも油断をしないように
気をつけながら、今後の計画を立てて行きたいと考えておりま
す。
世の中を見ますと、今週に入り新内閣が発足し、さらに月末に
は選挙があると伺っております。物価をみても、けっこう多くの、
特に食料品が値上げをされており、急激な変化を感じます。ロー
タリーの例会のあり方を初め、活動のあり方も、どんどん変化し
ていくのだろうと思います。そのような中で、今後、どのように
活動のあり方を変えて行くのか、他方で、今後も変えてはならな
いものは何か、そういった問題を、今後ともさらに考えて行きた
いと思っております

■副幹事 新見 香

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
『わたしの故郷
クアンニン省』
卓話者：米山奨学生
ブイクウンティン

四つのテスト

１ 真実かどうか
〇前々々回

✤幹事報告✤
幹事

林原みどり

会員

（地区より）
①10 月のロータリーレートお知らせ
（1 ㌦ 112 円）
（会員各位
②2021-22 年度
送付の件

２ みんなに公平か
9 月 8 日（水）

補正出席率 89.29％
メーキャップ
近藤

秀一

会員（船場 RC）

ガバナー公式訪問同行者一覧

✤ニコニコ BOX✤

（林会長、林原幹事、事務局）
③国際ロータリー第 2660 地区
2021-22 年度地区大会チラシ送付のご案内
（林会長）
④2021-22 年度 地区大会開催のご案内
（林会長）
⑤『ロータリーの友』10 月号のご紹介
（林会長、林原幹事、広報委員長吉岡会員）
⑥2021-22 年度 第 3 回ＩＭ第 1 組
会長・幹事会のご案内
（林会長、林原幹事）
（池田市献血推進協議会より）
⑦令和 3 年度 池田市献血推進協議会提起総会
について
（林会長）

○出席数 23 名
○会員数 28 名
○出席率 82.14％

橋本
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会員

香
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会員
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林
功 会長：配偶者誕生日の品を頂いて。
橘高又八郎会員：卓話当番です。
北野 紀之会員：結婚記念日の品を頂いて。金
婚式もすでに終わり。仲良く
やっています。
岸上 宏司会員：宣言解除！祝！
奥村 昌也会員：本人誕生日の品を頂いて。
田嶋也寸志会員：結婚記念日の品を頂いて。
豊田 脩一会員：結婚記念日の品を頂いて。あ
りがとうございます。４３年
になります。
笹川 哲士会員：結婚記念日の品を頂いて。
３２年になります。よく耐え
てきました。

✤10 月のお祝い✤
会員誕生日：
奥村 昌也 会員

✤出席報告✤
出席報告

プログラム担当：新見
ニコニコ 担当：溝口

３ 好意と友情を深めるか
配偶者誕生日：
橘高 光 様
林 のぞみ様

結婚記念日：
北野 紀之 会員
豊田 脩一 会員
田嶋也寸志 会員
笹川 哲士 会員
橋本 昌也 会員

✤前回の卓話✤

『10 月は米山月間です』
橘高又八郎 会員
クラブ寄付金総額 5000 万円以上クラブ、ベス
ト１０は、大阪ロータリークラブ 2 億円。

４ みんなのためになるかどうか
以下、大阪北、大阪東、大阪南、大阪帝塚山
大阪西南、大阪西、東大阪、大阪天王寺、八尾
ＲＣは、8000 万円です。
8 月に林会長のお言葉で述べられたように、
池田ＲＣは、50,290,393 円です。
①米山とは
東京ロータリークラブが米山梅吉氏ならこう
したことをやったであろうと始めた奨学金制
度で、戦後の日本が立ち直るときに世界に貢献
できること、日本ひいきのヒトを増やすのが目
的のひとつです。大学院生 14 万円、大学生に
は、10 万円支給され、返済義務の無い制度です。
ティン君は、10 万円が例会で支給されます。
世話クラブには、4 万円が支給されています。
ティン君は、クラブ例会への参加が推奨され、
1 分スピーチを求められます。また、ティン君
には、池田ロータリークラブの行事に積極的に
参加してもらいます。ラックの会にも参加して
いただきます。これにより、クラブ会員に米山
奨学生への認知を高め、またティン君はロータ
リークラブを理解していただくことになり
ます。地区行事には、米山記念館への旅行、米
山日本語スピーチ、宝塚歌劇観劇、歓送迎会が
あり、米山学友会への参加もございますが、コ
ロ禍で中止が増えています
米山学友：ウサビ・サコ
アフリカマリ出身 京都精華学大学学長、林
曼麗元故宮博物館館長今は、台北教育大学教授、
モンゴル シルネン・ブヤンジャガルモンゴル
高専を開校。ジョンミエ鄭美愛韓国総領事。
②米山功労者
寄付には、普通寄付と特別寄付があり、何方
もの免税処置が受けられます。これは、池田ロ
ータリークラブ伊勢パストガバナーの功績で
あります。福田首相大平官房長官の名前と覚え
ておいてください。毎年各クラブで決めた金額
Ｘ会員数を寄付するもので、10 万円溜まれば米
山功労者と呼びます。池田ロータリークラブは、
特別寄付を全会員で参加して頂いています。又
会長になった記念とか、クラブ周年時にまとま
った額を寄付する行為も特別寄付と申します。
100 万円を超える寄付者は、メジャードナーと
称します。故木平会員、小島会員、森会員、西
村一夫会員が該当します。ちなみに、3 万円で
準米山と呼びます。500 万円を寄付すると紺綬

池田ＲＣのテーマ「池田ロータリー

変えるべきもの、変えるべきでないもの」

褒章の申請ができます。紺綬褒章の公益団体と
して認定されました。
地区における奨学生の額は、寄付した総額で
決まります。今年 2660 地区は全国奨学生 800
認中、51 名を受け入れています。これは、全国
1 位です。米山奨学生制度の最大の特徴はカウ
ンセラー制度であり、バックアップ、フォロー
があることです。いまやこの制度は日本ロータ
リークラブの根幹です。

ポリオプラス基金

9月29日時点累計

6,547 円

10月6日分

850 円

累計

7,397 円

10 月のスケジュール

義捐金ＢＯＸ

6

水

3202 回例会

13

水

休会

20

水

3203 回例会

10月6日分

27

水

3204 回例会

累計

9月29日時点累計

123,645 円
910 円
124,555 円

ガバナー補佐訪問/
クラブアッセンブリー②

ニコニコ箱の累計
10 月 6 日現在

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

累計 405,000 円

10 月 27 日（水）例会

赤とんぼ
夕焼小焼の 赤とんぼ
負われて見たのは いつの日か
山の畑の 桑の実を
小籠に摘んだは まぼろしか
十五で姉やは
お里のたよりも

嫁に行き
絶えはてた

夕焼小焼の 赤とんぼ
とまっているよ 竿の先
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

『ガバナー補佐訪問/
クラブアッセンブリー②』
卓話者：国際ロータリー2660 地区
IM 第 1 組
ガバナー補佐 延原 健二様
/各委員会委員長

