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（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

会長

林

功

今月は、ロータリー財団月間です。
その重要事項の一つに、クラブとして必要な寄附をするということが挙げら
れるのですが、前回のガバナー補佐のお話にありましたとおり、当クラブは、
必要な寄附についてはすべてできており、ついでに申し上げますと、クラブが
地区に対してすべきことも、すべてきちんとできております。これは、幹事と
事務局がしっかりしていないとできないことでありまして、今年度も幹事と事
務局にきちんと仕事をしていただいていることに、この場をお借りして御礼申
し上げます。あとは、地区のホームページなどで財団に関する説明がされてお
りますので、そちらをお読みいただければと思いますが、なかなか難しいこと
がいろいろと書かれていますね。その中で、私の粗末な頭で少しだけ噛み砕き
ますと、財団で行う寄附の対象は２項目、人道的活動と教育活動です。そして
支援の目的は、世界理解、親善、平和構築の３つ、活動のポイントは４つで人々
の健康状態の改善、質の高い教育の提供、環境保全への取り組み、貧困をなく
すことです。
また、本日は指名委員会よりの報告をさせていただきます。
池田ロータリークラブ、細則第３条に基づき設置された指名委員会において、
次々年度会長、次年度理事役員の候補者が指名され、理事会の承認を得ました。
クラブ細則によって、年次総会の４週間前の例会において発表しなければなら
ないと定められておりますので、本日、皆様にご報告させていただきます。
次々年度会長
次年度副会長
次年度副会長
次年度幹事
次年度会計
次年度会場監督（ＳＡＡ）
次年度奉仕活動委員長
次年度理事
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名村研二郎
暮部 光昭
田嶋也寸志
橋本 昌也
林原みどり
奥村 昌也
林
功
笹川 哲士
柴田 宜孟
永田 大介
北林 寛崇

また、同時に細則に基づき、会員の皆様にその他の候補者の推薦があれば、
この例会翌日の１０日間を限りとして、文書で推薦することが可能となってお
ります。１２月 8 日に開催させていただきます年次総会の向けての会員の皆様
のご協力をお願いいたします。

■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
『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

四つのテスト

１ 真実かどうか

✤幹事報告✤
幹事

林原みどり

会員

（地区より）
①ガバナー月信 11 月号送付の件
（会員各位）
②ロータリーレート（11 月）
1 ㌦ 114 円
③第 50 回ロータリー研究会
オンライン視聴のご案内
（会員各位）

記念講演

２ みんなに公平か

岸上会員の卓話、楽しみに
しております。
橘高又八郎会員：結婚記念日の品を頂いて。49
年目です。早退のお詫び。
明石
巧会員：本人誕生日の品を頂いて。
山口 正之会員：結婚記念日の品を頂いて。
岸上 宏司会員：本日、卓話当番です。皆様の
日常には役に立たない話で
すが…。
奥村 昌也会員：結婚記念日の品を頂いて。
柴田 宜孟会員：本人誕生日、配偶者誕生日の
品を頂いて。
木平 朝子会員：配偶者誕生日の品を頂いて。
笹川 哲士会員：本人誕生日の品を頂いて。

✤出席報告✤
出席報告

木平

朝子

会員

✤11 月お祝い✤
○出席数 18 名
○会員数 28 名
○出席率 64.28％

会員誕生日：
明石
巧 会員
柴田 宜孟 会員
笹川 哲士 会員

〇前々々回 10 月 6 日（水）
補正出席率 89.29％

メーキャップ
橋本 昌也
新見
香

会員（10/27 池田 RAC）
会員（10/27 池田 RAC）

✤ニコニコ BOX✤
プログラム担当：新見
ニコニコ 担当：溝口
林

香
聡

会員
会員

功 会長：いよいよ 11 月になりました。

配偶者誕生日：
岸上小夜子 様
鶴原 洋子 様
柴田 優子 様
井上 博之 様
木平 公平 様

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
江戸時代に旅に出た際、男性は一日あたり８～１０
里歩いたそうです。一日に４０㎞！
2 時間前後のウオーキングをしているので一度西国
街道を京都まで歩いてみたいと考えていました。
今年の春に予定していましたが４月に左ふくらは
ぎの肉離れで断念し、９月の後半は猛暑で延び延びに
なっていましたが暑さが落ち着いた１０月某日から
一泊二日の日程で京都まで歩いて参りました。
私の自宅のある池田のほんまち通りは大阪から妙

結婚記念日：
橘高又八郎 会員
山口 正之 会員
奥村 昌也 会員

見山までの能勢街道、商店街の入り口で尼崎伊丹道と
交わり、西へ向かうと吉田会員のお宅の前で能勢街道
と中山寺と勝尾寺を結ぶ西国巡礼道が交わっている
という旧街道のインターチェンジなのです。
池田から高槻までは 2 時間のウオーキングを 3 回繰
り返せば到着すると考えてそこで一泊、翌日はもう少
し長く歩いて夕方までには「東寺」に到着するという
エエ加減なプランで臨みました。ルートは自宅から能
勢街道を東へ進み、箕面市瀬川で西国街道に入り旧道
を探りながらひたすら京を目指します。
８時３０分「井戸の辻」を出発、産業総研前から水
月公園を回り込み石橋小学校前を経て箕面川を今井
橋で渡り西国街道に出ました。東へ進むと瀬川宿本陣
跡である箕面自動車教習所、桜井駅前を経て箕面線の
踏切を渡って国道 171 号線牧落交差点に出ました、所

✤前回の卓話✤

要時間はまだ 1 時間弱で散歩気分。
ここまでは前から知っている道筋でしたが、ここか
らは未知のルートで土色の舗装がされて車の通行も
ほとんど無く気分良く歩けます。48 人目の赤穂浪士と
言われる萱野三平邸を経てまもなく新御堂筋。
新御堂筋を越え小野原には西国二十三番 勝尾寺の
大鳥居がありました。ここが表参道の起点で勝尾寺ま
で 1 里、鎌倉時代の明月記にここから拝んだという記
述があるそうですから古い！
彩都へ行くモノレールをくぐり豊川から道祖本、そ
して郡山宿本陣、有名な「椿の本陣」に至ります。小

『京は遥か
昔の人は偉かった』
岸上 宏司 会員

学生？の遠足で訪れて以来でしたが予約が無しでは
見学できないとのこと、残念。
171 号線を再び渡り耳原で同好と思われる夫妻？と

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」

ご挨拶とトイレ情報の交換。付近で昼食を摂り、名

今回の歩き旅では困難を成し遂げた達成感と、まだ

神高速を南へくぐり最近新聞で見た藍野大学がある

まだ体力は大丈夫だ！と自信を得ることができ、かつ

安威で「継体天皇陵」「今城塚古墳」を見学、高槻ま

身体を動かすとお酒が本当に旨いのだと再認識する

ではもう少しです。今城塚古墳で一緒だった校外学習

事ができました。機会があれば他のルートを歩いてみ

中の小学生の集団約５０名を狭い街道で追い越すの

たいと思います。

に苦労していたらあっという間にＪＲ高槻駅北側に
到着してしまいました。15 時にホテルチェックイン！
所要時間 6 時間 30 分、実質歩行時間は約 6 時間とほ
ぼ計算通りでした。大浴場で身体を癒やして休息の後
夕食を食べに居酒屋へ！
翌日は 6 時に起床し 8 時に出立、島本町を目指しま
す。ＪＲ高槻駅北側の変貌には驚きながら広い再開発
道路から旧街道を進んで行くと通勤時間帯のため車
やバイクに自転車が非常に多く危険を感じました、

11 月のスケジュール
3

水

休会（祝日週）

10
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水
水

24

水

3205 回例会
3206 回例会
ガバナー公式訪問
休会（祝日週）

171 号線の裏道だ。ＪＲ島本駅前には有名な･･･でも初
めての楠木正成親子別れの地「国史跡桜井驛跡」、名
水で有名な「水無瀬神宮」や搾油発祥「離宮八幡宮」
、
さらにＲＣでも訪れたサントリー山崎蒸留所、と続き
ます。天王山を過ぎて長岡京に入ると石畳の立派な街
道が整備されています。ここで美味しいカレーの昼食
を頂きました。
阪急京都線をこえると有名な「一文字橋」、川を渡
ると向日町に入ります。ここからしばらくはタイムス
リップしたような雰囲気の町並みが続き、痛んできた
脚をねぎらいペースダウン････向日町競輪場の手前
で今回一番立派だった神社「向日神社」に坂道往復 500

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

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

ｍの参道をモノともせず寄りました。
久世橋で桂川を渡るともう吉祥院、西大路九条で
171 号線と合流し進んで行くと東寺五重塔が見えてき
ました！京阪国道交差点を渡り 16 時に南大門から東
寺に入りました。＼(^O^)／
京都でもう一泊するつもりでしたが里心？か、ＪＲ
新快速で帰宅することにしました････がコレは失敗
でした。通勤時間帯のＪＲも阪急も一杯で座ることは
できません

脚が痛いのに････

池田に着いてからＲＣでもお世話になっている「ひ
ら川」さんに寄り、大量のビールとお酒で身体を癒や
しました。

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

池田ＲＣのテーマ「池田ロータリー

ポリオプラス基金

10月27日時点累計

9,043 円

11月10日分

667 円

累計

9,710 円

義捐金ＢＯＸ
10月27日時点累計

126,825 円

11月10日分

652 円

累計

127,477 円

ニコニコ箱の累計
11 月 10 日現在

累計

496,000 円

12 月 1 日（水）例会

『クラブフォーラム②』
担当者：名村研二郎

副会長

変えるべきもの、変えるべきでないもの」

