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本日の卓話 

   

『毒が入っているの
に、20 歳から吸ってい
いのはなぜ？』 

 

卓話者： 
井上 裕子 会員 

 

 

 

  

本日は、延原ガバナー補佐による２回目のご訪問です。延原ガバナー補

佐のプロフィールご紹介は今年度第１回の時に致しましたので、今回改

めてはいたしません。さきほども別室で、ガバナー補佐に対し、当クラ

ブの、その後の現状を簡単にご説明させていただきましたが、後ほど、

各委員会から詳しい報告がされると思いますので、詳細は、そちらに委

ねたいと考えております。 

それから、今年度は当月最後の例会で、翌月の月間紹介をさせていた

だくことを原則としておりますが、４月は、母子の健康月間です。母子

の健康月間が設けられた趣旨は３つあると言われており、要約いたしま

すと、①５歳未満の幼児と妊婦の罹患率と死亡率を減少させること、②

母子に医療サービスを提供すること、③母子保健に通じた専門職を支援

すること、だそうです。日本では、子どもが生まれ、母子ともに生存す

る割合は極めて高いのですが、世界を見ますと、５歳未満で命を落とす

子どもが年間６００万人近くいると言われております。延原ガバナー補

佐も、もと医療関係者でいらっしゃいますが、日本の医療水準の高さを

改めてリスペクトするとともに、世界中で十分な医療が受けられず５年

未満で死亡してしまう子どもが多くいることにも改めて思いを致すべ

きと考えております。 

 最後に、事務の山根さんが、例会としては今回最後のご出席となり

ます。５年足らずという期間でしたが、当クラブが山根さんから受けた

ご恩には計り知れないものがあります。改めて、これまで賜った数々の

ご恩にお礼申し上げるとともに、今後とも、機会がありましたら例会等

にご遠慮なくお顔をお出しいただけ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 

＜幹事報告＞ 

 

（地区より） 

①ウクライナ支援の方法について（ご案内） 

（林会長、林原幹事） 

 

②法人企業へのウクライナ支援呼びかけご協

力のお願い 

（林会長、林原幹事） 

 

③2022-23 年度のための会長エレクト研修セミ

ナー（ＰＥＴＳ）及び懇親会会費振込先のご案

内 

（田中会長エレクト） 

 

（米山奨学会より） 

④米山奨学生企画ＷＥＢ感謝祭のご案内 

（米山奨学会担当橘高会員、米山カウンセラー

新見会員） 

 

⑤アンケートご提出のお願い 

（米山奨学会担当橘高会員） 

 

（池田商工会議所女性会より） 

⑥池田商工会議所女性会設立 20 周年記念誌送

付について 

（林会長） 

 

⑦業務委託に係る覚書送付の件 

（林会長、林原幹事） 

 

（大阪北梅田ロータリークラブより） 

⑧大阪北梅田ロータリークラブ創立 30 周年記

念式典及び祝賀会のご案内 

（林会長、林原幹事） 

 

 

 

 

 
出席報告 木平 朝子 会員 

   

 ○出席数 20 名 

 ○会員数  28 名 

 ○出席率 71.43％ 

〇前々々回 2 月 16 日（水） 

         補正出席率 88.89％ 

 

  メーキャップ 

      近藤 秀一会員（船場 RC） 

    暮部 光昭会員（理事会） 

    柴田 宜孟会員（理事会） 

    鶴原 英夫会員（理事会） 

 

 

 

 

 

 

ニコニコ  担当：溝口  聡 会員 

 

林 功  会員：色々嬉しいこと。ガバナー補 

        佐、ガバナー補佐エレクト 

        ようこそお越しください 

ました。山根さん、おつかれ 

さまでした。 

北野 紀之会員：山根さん、長い間ありがとう 

        ございました。これからどう 

        ぞ宜しく！ 

橋本 昌也会員：色々嬉しいこと。昨日 17 時 

        48 分に将来の池田 RAC 入会 

        予定の男の子が生まれまし 

        た。先輩方に教えて頂きなが 

        ら子育て頑張っていきます 

        のでよろしくお願い致しま 

        す。山根様お疲れ様でした。 

        私と同時期に入会で気持ち 

        は同級生でしたのにさびし 

        いですが、これから益々ご 

        活躍下さい。有難うございま 

した。 

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✤ 
 



  

 

 

 

 

親睦委員会一同：ガバナー補佐延原様、ガバナ 

        ―補佐エレクト神寳様、本日 

        はようこそ池田ロータリー 

        にお越し下さいました。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） 

 

 

 

 

 

クラブアッセンブリー③ 

【各委員会、担当の活動結果と反省】 
 

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」がありました。今年 

 
 
 
度、例会に積極的にかかわる中、幹事やＳＡＡ
と連携をとり、両委員会と協力して会員のある
べき姿を表現し続けることの重要さを感じま
した。 

 
活動の軸となる例会に関しては、会長の方針

のもと、コロナ禍でも休会することなく継続す
ることが出来ました。その中で感じたこととし
て、もちろん WEB の活用はこれからも常に対
応できる環境を構築しましたが、やはり顔と顔
をあわして例会を実施することが池田ロータ
リークラブの例会の醍醐味だとあらためて感
じました。またプログラムの中に「シェイクハ
ンド」を復活させることが、池田ロータリーク
ラブの例会として、次の大きな目標の１つであ
ると思っています。 
今後も積極的に例会の準備・運営にもかかわ

り、今後も会員のみならず、お客様にも池田Ｒ
Ｃ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 

２０２１～２０２２年度は昨年７月に、林会長
体制でスタートをいたしまして、今回の例会終
了で 9 か月が経過したことになります。スター
トした直後に新型コロナウィルスの第 5 波「デ
ルタ株」の流行で緊急事態宣言が出されました。 
しかしながら、例会は休会することなくマスク
着用、消毒、検温、アクリ板の設置、またＺＯ
ＯＭでの参加対応などの感染防止対策を万全
に行い、通常とほぼ変わらない形式で実施して
まいりました。皆様のご協力もあって、会員の
中から１人の感染者も出さずに現在に至って
おります。 
 
年末のクリスマス家族例会は全国的に感染者
が少なくなった時期に会いまみて 2年ぶりに開
催することができました。昨年の１２月２６日、
場所は宝塚ホテルで開催をいたしました。ロー
タリアンの家族の皆さまもたくさん参加して
いただき、また本年度 50 周年に迎えたたくさ
んの RAC メンバーもご参加いただきました。 
林会長ご夫妻と RAC OG の女川様のコラボに
よる素晴らしい演奏を聴かせていただき、また
プレゼント交換など、たいへん楽しい時間を過
ごし、ご参加していただいた皆様に喜んでいた
だけたことと思います。 
 
年が明け、1 月に入って早々に第６波の「オミ
クロン株」が流行し、全国的に急激に感染者が
増え、蔓延防止重点処置が出され、また延長と
なるなど、前年度に引き続きコロナに振り回さ
れた 1 年で終わりそうな感じですが、今年度は
なんとか春の親睦会を実施できるよう、職業奉

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✤ 
 

✤お客様のご紹介✤ 
 



  

 

仕委員長の柴田会員と現在企画を進めており
ます。 
行先は前年度からの企画を継承いたしまして
近江での職業奉仕委員会からの親睦委員会を
計画しております。今のところ、実施日は期末
の 6 月で調整をしております。 
 
２０２１～２０２２年度も残り 3か月となりま
した。蔓延防止重点措置もこの２１日に解除と
なりましたが全国の感染者は以前高止まりの 
状態が続いておりますので、引き続き感染予防
対策を行った例会の実施と、春の親睦会の実施
に向けて頑張ってまいりたいと考えておりま
す。 
 
******************************************* 

 

ロータリー情報委員長 山口 正之 会員 

 
・ 新規入会は現時点ではありません。 
・ クラブ運営、理事会での審議等についての

諮問も前回報告以降ありません。 
・ ４月１０～１４日にかけて、米国イリノイ

州シカゴにおいて２０２２年規定審議会が
開催されます。その結果、定款、細則の見
直しが必要となるか、情報を取り対処した
いと思っています。 

 

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

 

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
づくりと運営を第一に活動してきました。林会
長の奨める極力通常通りの対面式例会を行っ
ていくという方針の実現してきた中で、これま
でにコロナ禍を理由に休会等が一度もなかっ
たことはまさに実践できた証拠と言えるかと
思います。 
特段、前年度のコロナ禍を対処してきた流れ

をこれといって大きく変える事などはありま
せんでしたが、会場を提供して頂いている商工
会議所からの利用上の制約も踏まえた上で、自
主的に体温測定記録をとる等、会員皆様のご理
解と協力を頂いて続けております。 
毎回の例会が通常通り淡々とこなされてき

た背景には、緊急事態宣言下ではこのように対
応しましょう、蔓延防止措置法下ではどうしま
しょう等と、事前に理事会で大まかなガイドラ
イン的なものを確認させて頂いていたおかげ
で、これといった混乱もなく例会運営できたも
のと理事役員以下会員皆様のご理解とご協力
に感謝致します。 
引き続き、不確かな部分を模索しながらとな

りますが、あと３ヶ月を乗り切ってまいりたい
と思っております。 

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で研修会を

開催できませんでした。できれば ６月中に入
会 5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。 

******************************************* 
 
職業奉仕委員長 柴田 宜孟 会員 
 
外なる人づくりとして、地区補助金を活用し、

4 月 2 日に開催されます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、
池田ローターアクトクラブと共同で、社会奉仕
委員会、青少年奉仕委員会、職業奉仕委員会で
すすめております。なお、その際、市長から子
どもたちへのビデオメッセージを頂きます。 
 内なる人づくりとしては、三方よし研究所よ
り講師をお招きし、卓話をしていただき、6 月
に予定しております親睦旅行にて、『近江商人
の考えを学ぶ』というセミナーも開催したいと
思っておりますので、来週に下見にいってまい
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。 
 
１、薬物乱用防止活動への参加 
２、池田市民カーニバルへの協力 
３、池田市美術展への協力 
４、赤い羽根募金への協力 
５、緑の羽根募金への協力 
６、池田市禁煙推進ネットワーク支援 
７、救護施設｢三恵園｣よりカレンダー購入 
８、ロータアクトクラブ事業への協力、助言 
９、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、８の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。４
月２日に豊島野公園にて行います。 
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 

ナコンムパトムロータリーを訪問しました。ナ
コンムパトムロータリー長年青少年の更生を
応援されています。また、小学校への浄水器の
寄贈も力を入れており、毎年寄贈が行われてい
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を振り返りますと、
2020 年から続くコロナ禍で社会環境や 
日常生活が大きく変化した事による RAC 活動
の難しさを実感致しました。 
例会開始時間を 30 分早めたり完全 zoom やハ
イブリッド例会という新しいデジタルの 
コミュニケーションツールを活用し、便利で非
接触・非対面でウイルスから身を守る意味でも
不可欠なものではあるかと思いますが池田ロ
ーターアクトクラブ創立 50 周年の事業を 
開催する大きな節目の年としましてはメンバ
ー同士の結束やモチベーションの維持がとて
も心配で御座いました。新入会員候補者を例会
に誘っていても休会になったり zoom での例会
となると参加も難しく会員拡大にもかなりの
支障がでました。休会状態のメンバーはなかな
か参加してもらえてませんがアクティブメン
バーは少人数では有りますが頑張って活動し
ております。今年は 2660 地区で年 2 回開催し
ております地区献血に加え、11 月 13 日には石
橋阪大前駅近くで池田 RAC 単独で第 1 回池田
献血を開催し 76 名の採血者数の記録を残す事
ができ今後は継続事業として開催して頂きた
いと思っています。 
10 日後の４月２日には池田ローターアクトク
ラブ創立 50 周年記念事業の 1 つであります
RACとRCとの共同プロジェクト 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 が開催予定です。11 ケ月前にこの事業を
開催すると決めバタバタでしたが地区補助金
を活用させて頂きまして募集 35 台の枠に対し
て 150 台を超える応募がありました。 

コロナにより間違いなく子供の笑顔の回数が
減ってる中で映画鑑賞を楽しむ子供の笑顔、 
そして子供と共に微笑む保護者の優しい笑顔
を夢見て準備を進めてきて良かったと思って 
ます。当日は曇り空で構いません、前日も曇り
で大歓迎、雨さえ降らなければ・・それが 
願いです。並行して 6 月 19 日開催予定の記念
式典についても打合せを進めておりまして 
RAC メンバーは大忙しですが創立 50周年を機
に RACOBOG との輪を広げ 2660 地区に関わ
ったロータリーファミリーの一員として個々
の個性を伸ばし夢を見続け日本だけではなく
世界で羽ばたいて頂きたいと思っています。 
2022年 7月より RACについての新たな取り決
めが変わりますのでロータリーの皆様に 
ご意見を頂きながら準備も進めさせて頂きた
いと思います。コロナ禍であっても 2660 地区
では新設 RAC が誕生して活発に活動されてお
ります。私自身もっと考えて RAC のサポート
ができたのではないかと反省しております。私
の地区ローターアクト委員会への出向もあと
わずかとなりましたが任期満了まで頑張らせ
て頂き、新見会員にバトンをお渡ししたいと思
ってます。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。 

 

 

 
 
4 月のスケジュール 
 

6 水 3218 回例会 

13 水 3219 回例会 

20 水 3220 回例会 

27 水 休会（祝日週） 

 
 
 

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 
 
 

四つのテスト 

 

真実か どうか 

みんなに 公平か 

好意と友情を深めるか 

みんなのためになるかどうか 
 
 

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 
 
 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

ポリオプラス基金

3月9日時点累計 18,421 円

3月23日分 682 円

累計 19,103 円

 
 

義捐金ＢＯＸ

3月9日時点累計 96,855 円

3月23日分 1,012 円

累計 97,867 円

 

 

 
4 月 13 日（水）例会 

  『池田市政について』 

 卓話者：瀧澤 智子池田市長 

 

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」 

 

ニコニコ箱の累計 

    3月 23日現在累計 893,000円 

 

 

 


