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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
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会長

林

功

今日は１２月８日、ちょうど８０年前に、真珠湾攻撃がさ
れました。当クラブでこの当時産まれておられたのは、最も
御長老でいらっしゃる北野会員だけ、しかもその北野会員
も、当時はまだ小さいお子様でおられて、そのころのご記憶
はおそらくないでしょう。
ロータリーは政治団体であってはいけませんが、他方で、
世界平和について、我々は積極的に貢献していかなければな
らないのだろうと考えております。特に日本は世界で唯一の
被爆国でありますので、その立場から、
（政治的立場により、
How という点についての認識は異なるものの）積極的に世
界平和に貢献していかなければならないと思います。日本が
どういう経緯で戦争に突入して行ったか、様々な議論があり
ますが、内政特に各勢力間の駆け引き、外交、さらには当時
の国民感情など、いろいろな座標軸を使って多面的に分析し
ていかなければならず、特にアジア、アメリカ、ヨーロッパ
の各国が、１９３０年代からの日本の動きに対してどのよう
な感想を持ち、またどのような要求をしようとしていたかに
ついても充分な考察が必要だろうと思います。そして、現時
点に戻り、現状において世界平和を実現するにはどうすべき
か、また日本が再びあのような過ちを犯すことを避けるには
どのようにすべきかを考えて行く必要があると思います。な
かなか難しい問題ではありますが、このようなことを考えな
がら８０年前のことに思いを致すことも、一国民として大切
なことであると考えております。

■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
『今年の十大ニュース
来年の十大ニュース』

卓話者：豊田 脩一 会員

四つのテスト

１ 真実かどうか

２ みんなに公平か

✤幹事報告✤
幹事

林原みどり

✤出席報告✤
会員

出席報告

井上
近藤
暮部

（国際奉仕委員長近藤会員）
④研修状況のご教示と研修資料のご提供の
お願い
（林会長）

⑦2021 年国際ロータリー決議審議会結果報告
及び 2022 年決議案募集要項
（林会長）
⑧2022-23 年度のための地区ロータリー財団
補助金管理セミナーのご案内
（田中会長エレクト、名村会長ノミニー）

裕子
秀一
光昭

会員（10/27 池田 RAC）
会員（11/5 船場 RC）
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

⑤2022-23 年度 ロータリー財団地区補助金

⑥ローターアクトクラブの財団補助金申請
受付開始のご案内
（田中会長エレクト、橋本幹事エレクト）

会員

メーキャップ

③国際奉仕プロジェクト参加申し込みの
ご案内

活動の立案についてのお願い
（田中会長エレクト、委員長各位）

朝子

○出席数 21 名
○会員数 28 名
○出席率 77.78％
〇前々々回 11 月 10 日（水）
補正出席率 78.57％

（地区より）
①12 月ロータリーレートのお知らせ
1 ㌦ 114 円
②2022-23 年度クラブ情報と役職者名ご報告の
お願い
（田中会長エレクト、橋本幹事エレクト）

木平

林

香
聡

会員
会員

功 会長：総会、よろしくお願い致し
ます。
豊田 脩一会員：卓話当番です。よろしくお願
いします。
名村研二郎会員：早退のお詫び。13 時 30 分で
失礼します。もしかしたら、
例会早退、総会欠席になるか
もです。被選理事会欠席とな
ります。
北林 寛崇会員：結婚記念日の品を頂いて。23
年目です。ありがとうござい
ました。

３ 好意と友情を深めるか
✤前回の卓話✤

豊田 脩一 会員

４ みんなのためになるかどうか
５．米 台湾を国家として承認する
６．中国 デジタル通貨発行
７．日本国憲法改正原案の発議
８．ハリス副大統領・バイデン大統領のダブル
辞任
９．米 中間選挙で共和党が勝利する
10．中国 台湾を攻略（米の中間選挙期間中）
おまけ：習近平主席の失脚
悪いニュースがすべて消滅し、平穏な 1 年にな
ることを祈るばかりです。
（卓話者：豊田脩一）

『今年の十大ニュース・
来年の十大ニュース』
年末でもありますので、どこよりも早く今年の

十大ニュースを選定しました。
また、来年の十大ニュースは決して予言ではあ
りません。あくまで可能性に
基づいた想定に過ぎませんのでお間違いのな
いように！
今年の十大ニュース
１．米 バイデン大統領の誕生
２．ミャンマーの軍事クーデター
３．中国の横暴が目立つ。香港の中国本土化決
定的に！
４．大谷翔平、リアル二刀流で活躍
５．ワクチン接種開始と感染者の急減
６．民間宇宙旅行元年
７．東京オリンピック・パラリンピック
８．アフガニスタンからアメリカ撤退
９．岸田内閣の誕生と解散総選挙
10．世界中で脱炭素の動き急
おまけ：秋篠宮眞子様小室圭氏と結婚
来年の十大ニュース
１．北京冬季オリンピック大荒れ
２．新型コロナの日本製ワクチンおよび治療薬
が初認可される
３．韓国大統領選挙 元検事総長尹氏当選
４．韓国 文在寅前大統領逮捕か？

1 月のスケジュール
5

水

12
19

水
水

3210 回例会
新年祝賀例会
休会（祝日週）
3211 回例会

26

水

3212 回例会

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
よろこびの歌
晴れたる青空 ただよう雲よ
小鳥は歌えり 林に森に
こころはほがらか よろこびみちて
見かわす われらの明るき笑顔
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

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」

義捐金ＢＯＸ

12月1日時点累計

109,158 円

12月8日分

920 円

累計

110,078 円

ポリオプラス基金

12月1日時点累計

11,055 円

12月8日分

1,113 円

累計

12,168 円

ニコニコ箱の累計
12 月 8 日現在

累計

572,000 円

1 月 5 日（水）例会

「新年初例会」

