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池田ロータリークラブ週報 

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 
 

『「てんじんこども園」 

について』 

 

卓話者： 

名村 研二郎 会員 

 

 
 

この世の中には、見えない、気づかないものがたくさ

んあります。詩人金子みすゞさんは『星とたんぽぽ』と

いう詩の中で、昼間の星やたんぽぽの根っこは｢見えぬ

けれどもあるんだよ｣と語りかけます。 

昔は石を打って火を起こしましたが、普段石の中に火

を見ることは出来ません。又、枯れ木の中に花を見るこ

とは難しく、しかしきっかけや時が来れば、現れ出るの

です。 

私たちは、そのきっかけを見つけ時をかけながら今の

文明を築き上げてきました。いくつになっても未来や可

能性があることを信じて生きていきたいものです。 

 

 前回の例会後の理事会で、細則に従い、名村会長エレ

クト、さらに会長経験者として明石巧会員、奥村昌也会

員そして私の 4 名で指名委員会を組織したことをお伝

えし、承認されましたので、ご報告いたします。 

 

2022-23年度 会長 田中 孝史 

（国際ロータリーのテーマ） 

イマジン ロータリー 

 

（池田ロータリークラブのテーマ） 

心ひとつ  

～信念をもって誠実に続ける～ 

 

2022-23 年度ＲＩ会長 ジェニファー E. ジョーンズ ■地区ガバナー 宮里 唯子  

■会長 田中 孝史 ■副会長 暮部 光昭 ■副会長 田嶋也寸志 ■幹事 橋本 昌也 ■副幹事 木平 朝子 

■親睦委員長  新見 香 ■広報･会報 田村 大輔 

 

例会日  毎週水曜日 12:30～13:30 
例会場  池田商工会議所 2F 
創 立  1954 年 4 月 24 日 
事務局 〒563-0025 
       大阪府池田市城南 1-1-1 
       池田商工会議所 2F 
       TEL （072）752-3355 
       FAX （072）752-7800 
ホームページ: ikeda-rc.com 

 E-mail アドレス 
 ikeda-rc@amber.plala.or.jp 
 



  

 

 

 

 

 
幹事 橋本 昌也 会員 

＜地区より＞ 

① ロータリーの友 10 月号 推奨記事と関連記

事のご紹介 

（田中会長、橋本幹事、広報担当田村会員） 

② 2022-23 年度 地区大会信任状ご提出のお

願い 

（田中会長、橋本幹事） 

③ 【RA】関西四地区情報交換会・交流会のご

案内 

（青少年奉仕委員長北林会員、ローターアクト

担当新見会員） 

④ 【事前案内】2022-23 年度 国際ロータリー

第 2660 地区 大阪地区ナイト 

（田中会長、橋本幹事、国際奉仕委員長永田会

員） 

⑤ 2023-24 年度 地区委員会出向者推薦のお願

い 

（田中会長、名村会長エレクト） 

⑥ 【ご案内】ウクライナ支援プロジェクト参

加申込 

（田中会長、橋本幹事、国際奉仕委員長永田会

員） 

＜米山記念奨学会より＞ 

⑦ ハイライトよねやま 271 

（米山奨学会担当鶴原会員、米山カウンセラー

奥村会員） 

＜池田市美術展運営委員会より＞ 

⑧ 池田市美術展のお礼・終了報告 

（社会奉仕委員長柴田会員） 

 

 

 

 
出席報告 溝口 聡 会員 

 ○出席数  20 名 

 ○会員数  27 名 

 ○出席率 74.07％ 

 

〇前々々回 9 月 12（水） 

   補正出席率 81.48％ 

  メーキャップ 

     林原みどり会員（理事会） 

近藤 秀一会員（大阪船場 RC） 

 名村研二郎会員（理事会） 

  

 

 

 

ニコニコ  担当：林原みどり 会員 

 

田中 孝史会長：ガバナー補佐神寳様、ガバナ 

ー補佐エレクト武枝様、ようこ 

そお越しいただきましてあり

がとうございます。本日よろし

くお願い致します。 

井上 裕子会員：お久しぶりでございます。本 

日は、神寳ガバナー補佐さま、

武枝ガバナー補佐エレクトさ

ま、よろしくお願い致します。 

 

 

 

         SAA 奥村 昌也 会員 

 

国際ロータリー2660 地区 

IM 第 1 組 ガバナー補佐 

神寳 敏夫 様（大阪梅田 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  

武枝 敏之 様（豊中 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』 

【活動状況と中間報告】 
 

クラブ管理運営委員長 

暮部 光昭 会員 

2022－2023 年度クラブ管理運営委員会として、会

長・幹事をサポートし情報交換をし、感染拡大対策を

行いながらもシェイクハンド以外は従来の例会の形

に戻せたと考えています。コロナの状況を見ながらで

はありますがシェイクハンドも戻せたらと考えます。 

例会ではハイブリット型の例会参加。楽しく有意義

な時間が過ごせる例会を目指して、幹事・SAA・親睦

委員会と連絡・協力しながら進めていけてると思いま

す。 

春・秋の親睦旅行はまだコロナ過ではありますが状

況を見ながらになりますが親睦委員会と協力し行い

たいと考えます。同じくクリスマス忘年例会も同様に

考えます。 

またクラブの他の委員会との情報を共有し、会員に

提供したいと思います。 

コロナもどういう風になっていくか分かりません。重

症化等も考慮しなければいけませんが個人的には徹

底した感染予防対策をしながら、池田ロータリークラ

ブの親睦を深める為の行事を、幹事や関係委員会と相

談しながら進めていきたいと思います。その時には会

員の方々のご意見も尊重して行いたいと思いますの

で宜しくお願いします。 

 

親睦委員長 

新見 香 会員 

親睦委員会の活動 中間報告をいたします。 

まず、年初に掲げておりました、「新型コロナと共

生し、感染対策を取りながら通常運営に近づけてい

く」ということについて、予定通り行っております。 

 

 

その中でも例会については、シェイクハンドは中止し

ておりますが、会場（商工会議所の）ルールに従いそ

の範ちゅうでアクリル板の撤廃を行いました。 

また、食事のメニューを変更するなどの工夫も加えま

した。 

年度初めの 7 月 27 日は、RAC との合同例会も成功に

終えることができました。 

今後の予定では、今週末の職業奉仕委員会と共同での

「秋の親睦会」、12 月 24 日にはクリスマス例会も予

定通り実施の予定で進めております。 

そして、詳細は未定ですが、春の親睦会も計画はすす

めております。 

併せて、今年度私が池田 RAC の担当もしております

ので、積極的にロータリークラブとローターアクトと

の交流の機会も作っていっております。 

以上、親睦委員会の中間報告となります。 

ありがとうございました。 

 

ロータリー情報委員長 

岸上 宏司 会員 

My ロータリーに UP された標準クラブ定款に基づ

き、池田ロータリークラブ定款改正の案を 10 月理事

会に報告し承認されました。ｅクラブと衛星クラブに

関する記述は該当しないので削除。 

  また定款変更によりクラブ細則や慶弔規定の変更

は必要ないと意見を添えました。 

 

SAA 

奥村 昌也 会員 

今年度より、コロナ前の通常の形態に戻しての例会

運営をしております。 

また、11 月より例会場のテーブル設営を会員の皆様

にお願いしたいと思います。皆様のご協力をよろしく

お願い申し上げます。 

 

 

 

 

✤前回の卓話✤ 

 

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 

か     ４ みんなのためになるかどうか 



  

 

 

 

クラブ研修リーダー 

山口 正之 会員 

卓話の時間を利用して、国際ロータリー2840 地区の

パストガバナー、 

田中 久夫様の「会員増強・公共イメージ向上セミナ

ー」でのお話を参考にさせていただき、「クラブを元

気にする秘訣～それには会員増が一番」というテーマ

で、 

・ ＲＣ入会の動機 

・ 新会員を紹介したことがあるか 

・ 今のＲＣで満足していること、不満に思うこと 

・ 今のクラブはどうすればよくなると思うか 

など、アンケートの資料を参考にして、考えてもらう

機会を作りました。 

 

奉仕活動委員長 

田嶋 也寸志 会員 

 来年度に７０周年を控えて、各奉仕活動の各委員

長は、今年度は準備期間と考えられているようです。 

また、ここ数年の新型コロナの影響もあり、どうし

ても様子を見ながら、進めていくという形になるのも

仕方がありません。 

徐々に、やれることからやっていきましょう。 

 

職業奉仕委員長 

笹川 哲士 会員 

職業奉仕の目的には、事業および専門職務の道徳的

水準を高め、あらゆる業務は尊重されるべきであると

いう認識を深め、あらゆる職業に携わる中で奉仕の理

想を生かしていくことが含まれると考えられており

ます。 

このたび職業奉仕の外なる活動として、10 月 23 日

に予定をしております秋の親睦会は、新見親睦委員長

と協議を行い企画をいたしました。 

明石海峡大橋と淡路島北淡の震災記念館に訪問をい

たします。明石海峡大橋は世界に誇れる日本の最先端 

 

 

 

の土木技術を駆使して建造されました。潮の流れの

激しい明石海峡にあって、設計と施工に対する技術力

の 

しのぎあいを得て建造された吊橋について、建設に

携わった方からのお話を聞いて学んでいただき、皆様

の職業に生かしていただければと考えております。 

また震災記念館はいまから26年前に発生した阪神淡

路大震災の時に断層が地表面に現れた極めて珍しい

状態が保存されております。あまり触れたくないこと

かもしれませんが、統計的に言えば今後 30 年以内に

発生するといわれている南海トラフ地震。皆様の生活

にどのような影響があり、そしてどう備えていくべき

か。またロータリアンとしてどのように向き合ってい

くべきか、このような考えを頭の片隅においていただ

くきっかけになればと考えております。 

 

社会奉仕委員長 

柴田 宜孟 会員 

 ロータリーの社会奉仕は、すべてのロータリアンが、

地域の人びとの暮らしを豊かにし、より良い社会づく

りに貢献することです。 

  ロータリーの社会奉仕プロジェクトは、薬物乱用

防止、識字率の向上、高齢者への援助を始めとして、

病院、学校、その他の地域施設の改善、改良、清掃及

び再生利用キャンペーンにまで及び、ロータリーの提

唱する組織、ローターアクトクラブ、インターアクト

クラブ、ロータリー地域社会共同体などの共同奉仕者

との協力も含まれます。 

今年度も池田ロータリークラブとして地域へのニー

ズに合わせ下記の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 

池田ＲＣのテーマ「心ひとつ ～信念をもって誠実に続ける～」 

 

 



  

 

7． 救護施設「三恵園」よりカレンダー購入 

8． ローター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 

 池田市市民カーニバル・池田市美術展、赤い羽根募

金につきましては皆様のご協力にて完了しておりま

す。 

次年度、７０周年をむかえるにあたり、補助金など

を活用した事業を引き継げるよう立案できればと考

えておりますのでご指導ご協力お願いいたします。 

 

国際奉仕委員長 

永田 大介 会員 

現段階で、今年度国際奉仕活動を行う具体的な案は

ありません。 

例年ですと、タイ・ナコンパトム RC との共同事業

を地区補助金やグローバル補助金、単独事業としても

行って参りましたが、周年事業が絡む場合は周年記念

事業として、米山奨学生として受け入れたユオン・バ

ン・ビン君を現地コネクターとしてベトナム支援事業

等を実施してきております。この度、次年度池田ロー

タリークラブが７０周年記念を迎えるにあたり、先日

の周年準備委員会より立案され、理事会にもあげられ

た周年記念事業は国際奉仕的にも無縁ではない類す

る企画が上げられたことでもあるので、本年度及び次

年度の国際奉仕の予算をそこに充てることも出来る

よう柔軟に幅を取って経緯の推移を見守りつつ理事

会等で諮って参りたいと考えております。 

 

 

 

青少年奉仕委員長 

北林 寛崇 会員 

本年度の青少年奉仕委員会は、ローターアクトクラ

ブの方針で「ローターアクター」と「ロータリアン」

の垣根がなくなることから、その情報収集と池田 RAC

としての方向性を後押しできたらと考えています。 

まず、地区から RAC の理事会に積極的の参加して

下さい。とのご指導で、理事会に参加し見守ってまい

りました。昨年度の 50 周年式典で燃え尽きてモチベ

ーションが維持できるか気になっていましたが、そん

な心配をよそに会議では出席者全員が積極的に意見

を述べ、例会や地区事業や活動の改善点や今後につい

て池田 RC の例会出席など、多岐に及ぶ意見が交わし、

自分たちの目標に向けて個性が発揮されていて、逆に

感心しております。 

そして今後の活動は、石橋祭りで行ったゲームの収

益を、例会でも学んだ「池田こども食堂」へ寄付を致

します。11 月に池田単独での献血事業をする予定にな

っており、地区年次大会に向けて邁進しております。

あと、他 RAC の各例会に訪問したりされたりと交流

も盛んに行われており、地区の方針の下、お互いに刺

激しあっているようです。 

 これも田中会長のご指導と、橋本幹事のご支援、新

見 RAC 担当の地区からの情報の共有の賜だと考えて

おります。引き続きロータリアンの皆様におかれまし

ては、奉仕活動を通じて、地域における次世代のリー

ダー育成を目指し、ロータリーファミリーとして親睦

を深めながら支援・指導をよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 
 

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 嫁に行き 
お里のたよりも 絶えはてた 

 
夕焼小焼の 赤とんぼ 
とまっているよ 竿の先 

 
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 

 
 

11 月のスケジュール 
2 水 休会（祝日週） 

9 水 3240 回例会 

ガバナー公式訪問 

16 水 3241 回例会 

23 水 休会（祝日） 

30 水 3242 回例会 

 
12 月のスケジュール 

7 水 3243 回例会 

クラブアッセンブリー② 

14 水 3244 回例会 

年次総会 

21 水 休会 

24 土 クリスマス家族例会 

（3245 回例会） 
 
 
 
 

 

 

     

 

義捐金ＢＯＸ

10月5日時点累計 76,411 円

10月19日分 1,135 円

累計 77,546 円

 
 

 
11 月 9 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 

    宮里 唯子 様 
 

ニコニコ箱の累計 

10月 5日現在累計 576,000円 

 

 

ポリオプラス基金

10月5日時点累計 5,008 円

10月19日分 693 円

累計 5,701 円

 
 

＜池田 RC・SNS アカウント＞  

    
 
 
＜池田 RAC・SNS アカウント＞ 

 


