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本日の卓話 

 
 

『京は遙か  

昔の人は偉かった 』 

 

卓話者：岸上 宏司 会員 
 
 

 

 
  

 本日は、ガバナー補佐訪問ということで、延原ガバナー補佐を

お迎えしております。延原ガバナー補佐におかれましては、よう

こそお越しくださいました。 

 私の認識に間違いがなければ、新大阪駅から東海道新幹線に乗

って東京方面に向かいますと、数分後に進行方向左側に「延原倉

庫」という大きな倉庫が見えて参ります。延原ガバナー補佐はそ

の延原倉庫、正しくは延原倉庫株式会社の社長をしておられま

す。実は私、一昨日も午後から半日の東京出張がありまして、行

きと帰りにその倉庫を車窓から拝見し、そういえば明後日に社長

とお会いできるのだなと楽しみにしておりました。 

 また、延原ガバナー補佐の前職は、某医科大学で精神神経学の

研究教育をしておられ、実を申しますと私の中学および大学時代

の友人がそこで脳神経外科の研究教育をしておりまして、世の中

まことに狭いものだと思っております。本当に悪いことはできま

せんね。 

 前回、延原ガバナー補佐にお越しいただきました際はガバナー

補佐エレクトとしてであり、正式にガバナー補佐になられた今年

度も本日のほか、３月にもお越しいただくことになっておりま

す。また近い将来、ガバナーとして公式訪問をいただく予定にも

なっております。 

 さきほど、今年度の方針ですとか、考えていることにつきまし

て、延原ガバナー補佐に簡単なご説明をさせていただきました

が、各委員会の現状などについて、後ほどゆっくりお聴きいただ

き、忌憚のないご意見を賜ることができればと考えております。 

 

2021-22年度 会長  林  功 

（国際ロータリーのテーマ） 

奉仕しよう 

  みんなの人生を 

      豊かにするために 

（池田ロータリークラブのテーマ） 

  池田ロータリー 

変えるべきもの、 

    変えるべきでないもの 
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幹事 林原みどり 会員 

 

（地区より） 

①「日本のロータリー100 周年ビジョン 

レポート 2020」意見調査のお願い 

（林会長） 

 

②世界ポリオデーご案内、ロータリー財団 

月間に向けて 

（林会長、林原幹事、 

ロータリー財団委員長奥村昌也会員） 

 

③ロータリー学友会 秋のイベント開催 

のご案内 

（林会長、林原幹事、 

青少年奉仕委員長橋本会員） 

 

④2020-21 年度次財務表及び財務報告書 

クラブ投票のお願い 

（林会長、林原幹事） 

 

（市民の森をつくる会） 

⑤「市民の森植樹祭」のご案内 

（会員各位） 

 

 

 

 

 
出席報告 橋本 昌也 会員 

   

 ○出席数 15 名 

 ○会員数  28 名 

 ○出席率 55.56％ 

 

 

〇前々々回 9 月 29 日（水）  

     補正出席率 92.31％ 

  

  

 

メーキャップ 

 

     近藤 秀一 会員（船場 RC） 

     吉岡  崇 会員（理事会） 

 

 

     

 

 

プログラム担当：新見  香 会員 

ニコニコ  担当：溝口  聡 会員 

 

林  功 会長：延原ガバナー補佐、神寳ガバ

ナー補佐エレクト、ようこそ

いらっしゃいました。今日は

ごゆっくりお過ごしくださ

い。 

名村研二郎会員：延原ガバナー補佐、神寳ガバ

ナー補佐エレクト、本日はよ

こそお越し下さいました。よ

ろしくお願い致します。 

奥村 勝彦会員：延原ガバナー補佐様、いらっ

しゃいませ。 

林原みどり会員：延原ガバナー補佐、神寳ガバ

ナー補佐エレクト、ようこそ

いらっしゃいました。よろし

くお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

         SAA 永田 大介 会員 

 

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（大阪大淀 RC） 

 

 

国際ロータリー2660 地区 IM 第 1 組 

ガバナー補佐エレクト  

神寳 敏夫 様（大阪梅田 RC） 

 

四つのテスト        １ 真実かどうか     ２ みんなに公平か 

✤ニコニコ BOX✤ 

 

✤幹事報告✤ 

 

✤出席報告✤ 
 

✤お客様紹介✤ 
 



  

 

 

 

 

 

 

クラブアッセンブリー②   

【各委員会、担当の活動中間報告】 

 

 
クラブ管理運営委員長 名村 研二郎 会員 
 

 クラブ管理運営委員会の委員長には、池田ロータリ

ークラブの機能を充実させるために、クラブ内で会員

が取るべき行動に関わるものである「クラブ奉仕」に

責任をもつという重要な役割があります。 

 クラブ奉仕という考え方の下、具体的に担当させて

いただく分野として、「親睦委員会」と「ロータリー

情報委員会」があります。幹事やＳＡＡと連携をとり、

両委員会と協力して会員のあるべき姿を表現してい

きたいと思っています。 

 

現在のところ、例会を楽しく有意義なものとするた

め、積極的に例会の準備・運営にもかかわり、またＷ

ＥＢ参加のメンバーへの快適な環境維持・向上にも関

わっています。今後も会員のみならず、お客様にも池

田ＲＣの例会の良さを味わっていただけるような例

会にしていきたいと思っています。 

  
 
****************************************** 
 
 

親睦委員長 笹川 哲士 会員 

 

当初、秋の親睦会を予定しておりましたが、新型コ

ロナウィルスの緊急事態宣言が９月末まで延長され

たことで中止となりました。 

現在、家族クリスマス忘年例会を実施に向けて計画

を進めております。理事会のご承認を得たうえで皆様

に正式にご案内いたします。 

また、春の親睦会につきましても実施する方向で考

えております。現在は全国的に感染者の数も激減し、

この２５日より大阪府においても飲食店での時短 

 

 

営業、お酒の提供自粛も解除されました。 

このまま終息に向かうことをねがっておりますが、以

前予断を許せない状況にあると 

考えております。 

例会の実施には引き続き感染対策を徹底しながら実

施してまいります。 

 
 

******************************************* 

 

 

ロータリー情報委員長 山口 正之 会員 

 

 新入会員が今のところ未入会なので、オリエンテー

ションは開催できていません。 

 クラブの運営に関することで、2 回諮問を受け、定

款・細則を調べて意見を伝えました。 

 『ロータリーの友』10月号の「友愛の広場」にロー

タリーの「二つの標語の歴史的考察」と題する投稿が

あり、ぜひご一読いただきたいとＰＲさせていただき

ました。 

 

 

 

SAA 永田 大介 会員 

 

本年度の当クラブにおける SAA活動内容は、コロ

ナ禍における会員相互の安全・安心な会場づくりと運

営を念頭に活動しております。現状、目下の感染状況

は下火になりつつあり、SAA 私見としてはどの段階で

平常時の会場に戻そうかという所見でおりますが、概

ね商工会議所からアクリル板の設置や換気を取るよ

うに要請を頂く間は、独自に続けております検温であ

るとか、座席配置環境を現況のまま推移していこうと

考えております。 

 また、コロナ禍というものを政府が公に収束宣言す

るものなのか、そうでないのかも分からないものなの

で、大阪府下の感染状況が０名をつけるようになって

きても特段公の宣言が無い場合は、私か会長・幹事の 

３ 好意と友情を深めるか     ４ みんなのためになるかどうか 

✤前回の卓話✤ 
 



  

 

 

 

方より商工会議所に平常時の例会開催環境に戻し

て構わないか等の問い合わせは掛けて行こうと考え

ております。 

会員各位におかれましては、幾分不自由さを感じさ

せてしまい、申し訳ございませんが、少しずつ平常時

にしていたことをひとつひとつ取り戻していく状況

ですので、今しばらくの間、現況の例会会場設営にご

理解とご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。 

 

 

******************************************* 

 

クラブ研修リーダー 吉岡 崇 会員 

 

本年度はコロナウイルスの影響により活動が大変

制限されておりました。 

緊急事態解除に伴い、入会３年以内の会員を対象に研

修会を開催したく思います。 

具体的な研修の内容を検討していきます。研修と同時

にお互い会員同士の親睦も含めて企画いたします。対

象の会員全員の参加をよろしくお願いします。 

 

 

******************************************* 
 
奉仕活動委員長 奥村 勝彦 会員 
 

新型コロナウイルスの感染状況を示す大阪の通天

閣のライトアップが、先日（10／25）1 年 3 ヶ月ぶり

に警戒を示す黄色から緑色に変わり、平常化へ一歩進

んだことは大変喜ばしいことです。 

しかしながら、これまでの間、私たちのロータリーク

ラブの活動におきましては、定例会の開催が精一杯と

いう状況でありました。従って、新年度の奉仕活動も

各委員会におかれましては企画すら、なかなか出来な

い状況にありましたので、具体的な動きには少し時間

が必要であると思います。そこで、年度初めにも申し

上げたことでありますが、’22／6 までの期間というこ

とではなく来年度の活動をも視野に入れた活動計画 

 

 

を各委員会に今後立案していただきたくお願いいた

します 

 

 
******************************************* 
 
職業奉仕委員長 柴田 宜孟 会員 
 

本年度は、外なる人づくりとして、50 周年を迎える

池田ローターアクトクラブと共同で、池田ロータリー

クラブの社会奉仕委員会、青少年奉仕委員会、職業奉

仕委員会が地区補助金を活用したドライブンシアタ

ー池田『家族と過ごす夜空の中の映画館』の事業をす

すめております。また、社会奉仕委員会と共に、コロ

ナ禍で出前授業などが出来ない子どもたちのための

講演会を映画会の時に、あわせて開催したいと考えて

おります。 

 内なる人づくりとしては、昨年度のコロナ禍で開催

を見送っていた事業を引き継いでいきたいと思って

おります。前年度職業奉仕委員長の田嶋会員、前年度

親睦委員長の暮部会員が企画された、『近江商人の考

えを学ぶ』という事業を、笹川親睦委員会とともに、

改めて下見に行き、さらに計画を詰めすすめてまいり

ます。 

 

******************************************* 
 
社会奉仕委員長 暮部 光昭 会員 
 

２０２１―２０２２年度社会奉仕委員会は、ロータ

リーにおける社会奉仕「ロータリアンのすべてがその

個人的生活、事業生活および社会生活に奉仕の理想を

適応することを奨励、育成することである。」とし、

奉仕の実践はロータリアン個人で行うことが原則で

すが、個人個人が確固たる自主性の目標を持ちながら、

一緒に活動することがロータリーの団体奉仕活動の

特徴であります。このロータリーの基本的概念のもと

従来から取り組んできた下記事業を継続して発展さ

せていきます。 

 

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」 

 



  

 

 

 

1.池田市民カーニバルへの協力 

2.池田市美術展への協力 

3.赤い羽根募金への協力 

4.緑の羽根募金への協力 

5.救護施設｢三恵園｣よりカレンダー購入 

6.ロータアクトクラブ事業への協力、助言 

7.その他地域で実施されている社会奉仕活動への積極

的な参加 

 

上記事業で、6.ローターアクトクラブの創立 50周年事

業とのコラボで青少年奉仕委員会・職業奉仕委員会・

社会奉仕委員会が地区の補助金を活用し事業を行い

ます。 

プロジェクト名は＝ドライブインシアター池田『家族

と過ごす夜空の中の映画館』です。 

また、赤い羽根募金は会員皆様のご協力にて完了しま

した。 

コロナ過ではありますが、今年度も地域のニーズに合

わせた活動に取り組んでいきたいと考えております

ので、どうぞご協力の程お願いいたします。 

  

 

******************************************* 
 
国際奉仕委員長 近藤 秀一 会員 

 

緊急事態宣言が解除されましたが、まだしばらくは

海外へ出向いての国際事業は厳しい状況続くと思わ

れます。継続事業であれば、現地に赴くことなく、国

際奉仕活動ができると思います。ここ数年にわたり実

施しておりますタイの３３３０地区、ナコンパトム

RC との事業を考えております。まだまだ水事情が悪

く、浄水器のない小学校があります。今年度は、浄水

器を寄贈する予定にしております。日本国内にいなが

らの国際貢献や国際交流を実施することを考えてい

ます。 

 
 
 
 

 
 
 
青少年奉仕委員長 橋本 昌也 会員 
 

 本年度の青少年奉仕活動につきましては、池田ロー

ターアクトクラブメンバーが奉仕活動を行う事を推 

奨しその活動を通じて個々の能力開発の為に役立つ

知識やスキルを身に付け成長して欲しいのですがコ

ロナ禍により例会が開催できなかったりオンライン

での例会になったりとメンバー同士のコミュニケー

ションが取りにくい状況が続いております。 

第 2660 地区ローターアクトの事業であります会長

新人会や全国統一アクトの日も緊急事態宣言延長に

より中止となりました。対面で会話して活動できる場

が減少している状況でモチベーションの低下を肌で

感じております。 

本年度は池田ローターアクトクラブが創立 50 周年

となる大きな節目の年で RAC と RC との共同プロジ

ェクトや記念式典を予定しておりますのでメンバー

同士の親睦を深め会員増強の為にも積極的に RAC 活

動を応援させて頂きます。 

今後直近の RAC 活動ですが 11 月 13 日石橋で日本

赤十字社さんによります献血活動で呼びかけやロー

ターアクトの PRも含めて行います。RACメンバーが

目標達成の為に気持ちを 1つにして積極的に活動しク

ラブの雰囲気を盛り上げて欲しいと願っています。 

RAC についてのご報告お願いが御座います。 

2019年 RIの規定審議会でローターアクトクラブを国

際ロータリーの加盟クラブとして正式に承認する事

が決まりました。2022 年度より RAC メンバーも人頭

分担金が必要となります。人頭分担金は社会人が年間

約 8ドル、学生が約 5 ドルとお聞きしておりますが 

支払い方法や MyRotary への登録が必須になり登録人

数に対して支払うのか、休会会員はどうなるのか ま

た人頭分担金の支払いが開始される事によってロー

タリーの寄付金でまかなわれておりますロータリー

財団の資金で地区補助金やグローバル補助金の申請

も可能となります。既に RAC の上限年齢を引き上げ

る事を前向きに進めているクラブも有ります。RI の決

定事項に対応すべく提唱 RCとしましてローターアク 

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」 

 



  

 

 

 

トクラブ定款を補完する池田ローターアクトクラブ

細則の新たな取り決め等を皆様に協議して頂けます

ようお願い致します。 

最後になりますが今年度で RAC の宇野君が卒業予

定となっております。残りのメンバーは 11 人で休会

状態のメンバーが約半分ですので実働メンバーは 5、6

人です。経験豊富なメンバーは小川君 1 人となり池田

市在住の RAC メンバーは 1 人です。是非皆様に新し

いメンバーをご紹介頂きたいお願いでございます。引

き続き皆様のご指導、ご鞭撻、ご協力を宜しくお願い

致します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 月のスケジュール 
 
 3 水 休会（祝日週） 

 10 水 3205回例会 

17 水 3206回例会 

ガバナー公式訪問 

24 水 休会（祝日週） 

 
 
 

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 
 

        日も風も星も 
 

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 

 
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ニコニコ箱の累計 

   10 月 27日現在 累計 435,000円 

     

 

 

 

ポリオプラス基金

10月20日時点累計 8,633 円

10月27日分 410 円

累計 9,043 円

 
 

義捐金ＢＯＸ

10月20日時点累計 125,690 円

10月27日分 494 円

累計 126,825 円

 
 

 
11 月 17 日（水）例会 
  

 

『ガバナー公式訪問』 
 

卓話者：国際ロータリー 

第 2660地区ガバナー 

    吉川 秀隆 様 
 

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」 

 


