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その大きなきっかけが缶入り飲料の発売です。

《IMAGINE》未来を
会長／加藤光祥

名

8月22日(月)

8月1日の幹事報告

「日本の清涼飲料水の歴史」

①本日17時30分より第2回理事会開催いたしました。

きました。

会長の時間

会長

缶コーヒーが発売されました。これは大阪万博で

卓話担当：服部潤承 会員
（会長の時間

加藤光祥

さらに1976年にホットアンドコールド飲料自動
販売機の登場により、飛躍的に需要が増えました。
されはじめ、業務用市場から拡大していきました。

が水没,・家屋が流失、山間部では土砂災害によ
る被災のニュースが世界で連日報道されています。
人間の知恵と努力によって科学が発達し、石
油・石炭などの化石燃料によるエネルギー、移動
手段、化学製品の発明活用で人類が便利で豊かに
なっている事は間違いありません。何億年も掛け

⑤地区より大阪モデル赤信号でのガバナー公式訪
問についての対応が届いております。
（会長・幹事宛）

1980年代にはスポーツドリンクの発売。缶入り
ウーロン茶の発売。ペットボトルの使用開始。缶
入り緑茶も1985年の発売開始です。
こうしてみれば、一口に清涼飲料と言っても、
これまで様々な技術革新の上に今日があることを
改めて感じました。

8月のお誕生日お祝い

続き）

一方で、極端な集中豪雨により川が氾濫、農地

④地区より2022-23年度ガバナー月信8月号が届い
ております。（会長・幹事・事務局宛）

さらに1970年代にはミネラルウォーターが注目

卓話担当：池田吉清 会員

アジア各地で燃えています。

③地区よりガバナー・同エレクト事務所運営体制
変更の連絡が届いております。
（会長幹事・地区委員会委員長宛）

も話題を呼びました。

「池田商工会議所コロナ禍での活動」

「禅の小道」

②地区よりMy ROTARY全員登録推進のお願いが届
いております。（会長・幹事宛）

そして、1968年世界初日本生まれの缶入り飲料

9月5日(月)

8月29日(月)

卓話担当：子安丈士 会員

これにより、清涼飲料水の利用シーンが増えてい

幹事／國司真相

名

1955年に缶詰めオレンジジュースが発売され、
じ年に自動販売機による発売が始まりました。

副会長／奥山裕治

http://www.ikedakureha.jp/ E-mail:ikedakureha@gamma.ocn.ne.jp

名

92.85 ％

出席率

ワンウェイ容器が使われるようになりました。同

2022～2023年度

四つのテスト

てゆっくりと地中で形成され眠っていた化石燃料
が、100年程で大量にエネルギー、また、あらゆ
る化学合成製品として地上に送り出され地球環境

お盆明けて久しぶりの例会、そして初めての試

⑥地区より地区大会の案内・チラシ・ポスターが
届いております。（会長・幹事宛）

みである週報例会という形式を取らせていただき
ました。コロナがクラブ会員にも感染拡大するに

人類が受けた資源の恩恵は、同時に人類への災

⑦次回の例会は8月22日に週報例会の形で開催い
たします。

伴い、会員・家族・事業継続などを守るために、

禍の原因になるのか。国・企業・個人それぞれの

例会開催可否を明確にするため、池田くれはロー

身近な現実の利害、次の世代に必ずやって来る世

タリークラブ独自に池田市の感染状況（例会前週

界の災禍。人類が何処まで我慢するか、≪Imagine

火・水・木の感染者数500名）を基準として決定

未来を≫が重要だと思います。

8月22日の幹事報告

に影響を及ぼしています。

した措置です。
①8月3日に前年度理事会にてレクイエム音楽祭の
会計報告をいたしました。（持ち回り理事会）

ガバナー月信より

会でなく、毎週のクラブ状況が分かる形での例会

②地区より第1回インターアクト合同会議のご案
内が届いております。
（提唱RCインターアクト正副委員長・委員、地
区インターアクト委員宛）

として1．Zoom例会、2．週報例会の2つの形式を

③次回の例会は8月29日に以下の形式で開催いた
します。
8/23(火)・8/24(水)・8/25(木)の患者数で判断
500名までの場合：通常例会
500名を超えた場合：Zoom例会
（ハイブリッド例会は行わない）

言われています。昨今の気候変動が進む中では実

8月のロータリーレートは133円です。
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感染者500名を超えた場合、全く何もしない休

●8月号推奨記事

取る事とし、今回は週報例会と致しました。
明日23日は24節気の処暑です、これは厳しい暑
さの峠を越し朝夕は涼しい風が吹き始める時期と

P5
～6

ロータリー米山奨学生学友会（関西）
2022年度 米山総会及び新規奨学生歓迎会
坂田妙子地区米山奨学委員会委員長の報告記
事が掲載されています。

P8
～9

池田くれは レクイエム音楽祭
6月12日に池田市民文化会館で当クラブが開
催いたしました「レクイエム音楽祭」の報告
記事が掲載されています。

感がわきません。
世界各地で40度を超える猛暑・干ばつが発生
し、これらによる森林火災で毎年約20万㎦が失わ
れているそうです。日本国土（日本面積37.8万
㎦）の半分が毎年焼失しているのが、今年はもっ
と多そうです。連日、北米・南米・ヨーロッパ・
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（議事録

第2回理事会議事録

続き）

卓話

8月1日の卓話

500名までの場合：通常例会
500名を超えた場合：Zoom例会（ハイブリッド例
会は行わない）
承認

日 時 2022年8月1日（月）17時30分～18時00分
場 所 池田商工会議所２Ｆ会議室
理事数 11名【出席10名・欠席1名】
出席者
加藤光祥、服部潤承、高原誠一郎、國司真相、
奥山裕治、青井秀浩、小森 正、庄田佳保里、
坂田妙子、北川智司
欠席者
中村 武
オブザーバー 2名【出席1名・欠席1名】
出席者
今井 卓哉
欠席者
中西 博之（全て敬称略）

第２号議案 例会欠席時の補填適用の件
・補填適用：他クラブ例会、理事会、被選理事
会、地区委員会(行事)、Ｅクラブ
・補填適用外：同好会行事（ｺﾞﾙﾌ同好会、BBQなど）
承認
第３号議案 家族移動例会の件
・2022年９月10日（土）貴船川床料理について
8/9 (火）までならキャンセル無料
8/10(水）申込金10万円必要
となるので、早急に参加人数の把握が必要。
・時期と状況をみて、会長・幹事が開催決定・中
止を判断する。
承認
第４号議案 池田くれはジュニアパラスポーツ祭の件
・開催日：2023年3月26日（日）
・場 所：池田市立池田小学校
池田市教育長・池田小学校校長に承認を得ている。
承認

審議事項
第１号議案 例会開催について
以下の加藤会長の示した基準に沿って開催する。
当クラブとして、 今後の例会について以下の基
準により対応致します。
1. 感染状況の判断は池田市の感染症患者数によ
り判断する。
2. 判断基準は、例会予定月曜日の前週火曜日・
水曜日 木曜日の3日間合計500人を越えた時、通
常例会は中止とする。
中止及び例会の在り方についての案内は金曜日に
MAIL、LINE及びFAXにて行う。

協議事項
・いながわ100人ゴミひろいDAY について
資料（チラシ案）の内容を確認して修正等があれ
ば連絡をする。対象者、場所についての詳細決定
は、ダイハツ年金基金会館との打ち合わせ（下
見）を終えてからになる。
チラシを８月中に仕上げて、９月の新学期に合わ
せて配付する。

通常例会中止の場合、次の2形態の例会で行う。
1. Zoomによる例会 (ハイブリッドは考えない｡)
2. 週報例会: 週報に記載する内容原稿(会長の時
間・卓話・幹事報告 委員会報告) を通知
例会形式及びこの対応基準についての適応期間は
患者数の推移を見て判断する。現時点では未定
以上

・会員増強について
元池田くれはＲＣ会員、森 茂寛氏のご子息へ入
会を打診したところ、家庭の事情であと数年は入
会が難しいとの事。ロータリーに対する印象は悪
くない様子なので、継続してアタックしていく。
IM第1組会長幹事会にて、大阪梅田ＲＣが会員増
強に成功したとの報告があったので、参考にした
い。

・2022年8月22日
（月）の例会：週報例会
(※参照)に決定

報告事項
・クールビズについては10月末まで
ほか、8月、9月開催予定の地区行事の確認

※週報例会とは、週報に記載する原稿（会長の時
間･卓話･幹事報告･委員会報告）を通知する。
・2022年8月29日
（月）の例会：8/23(火)・8/24
(水)・8/25(木)の患者数で判断

次回開催予定日
9/5（月）17:30 ～
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ますので「身も・心も」温まるような親睦活動委
員会の方で練っていきたいとおもいます。
最後に6月に考えていますのは、これは個人的
に勝手に思っていることですが、「園田競馬場」
にメンバーで行って懇親を計ってはどうかと思っ
ております。
イギリスでは紳士・淑女の観戦スポーツであっ
たこともあり、ロータリークラブにふさわしく、
園田競馬場は新しくリニューアルされることもあ
り、また池田くれはロータリークラブ杯を作れる

「親睦委員会活動内容について」
堀内

ようなので企画性もあると思います。なにより私
自身が競馬場にいったことがありませんので、一

要佐 会員

度企画したいと考えております。
（この後スライドを使い9/10の家族親睦会「貴

今日の卓話は、親睦委員会の本年度の方針と活

船」のプレゼンをおこないました。）

動内容について、お話をさせていただきます。
わたしは、ロータリーに入会して4年目ですが、

8月1日のニコニコ報告

2回目の親睦活動委員長になります。一回目は池
田会長の時でしたが、コロナウイルス感染症拡大

加藤 光祥 会長 … 会員増強月間 皆さん声描けして
下さい!!会員増強できるのは会員
だけです。

のため休会が多く事業につきても中止が続きほと
んど活動ができない状況であったため、加藤本年
度会長の親心でもう再度させていただくことにな

北川 智司 会員 … 阪神タイガースのついに借金返済
しましたね。

りました。

小森

活動方針としましては、

正 会員 … 先日は欠席申しわけございません
でした。

庄田佳保里 会員 … 誕生日です。当日は北川さんにさ
そわれてゴルフです。

①新型コロナウイルスの状況を見ながら、メンバー
の安心・安全を第一に考えた臨機応変な活動を

池田 吉清 会員 … 暑いですね。

して行きます。

岡本

②メンバー相互の親睦、交流を更に深めるような
活動を考え実施して行きます。
③プログラム委員会に協力し、一人でも多くのメ

厚 会員 … 夏の高校野球滋賀大会、近江高校
が優勝し、8/3から不死王閣に宿
泊します。

石田 貴子 会員 … 今日も暑かった!! 8月ですね、
あと少しでしょうか 暑いのは!

ンバーに出席していただくよう活動いたします。

乾

具体的には、本年度加藤会長より3ヵ月に1回程

禎則 会員 … 夏バテ気味です。早くビールが飲
みたいです。

沢田 武司 会員 … 尿管結石、先週の火曜日に無事排
石し、普通の人間に戻ることがで
きました。

度の親睦事業をしてもらいたいとの指示がありま
したので、まず9月10日土曜日に親睦家族会を京
都「貴船」にて開催します。

飯原 多香 会員 … 暑い日が続いて、外に出るのもた
めらいます。

12月はクリスマス例会を開催する予定です。
2年前に梅田のブリーゼブリーゼ33階の「The33Sense

本日の合計

of Wedding」にて開催予定でしたが、今回につき
ましては、別の場所にて開催の予定でありますの
で、決まり次第メンバーの皆さまにご案内させて
いただきます。
続いて3月ごろには何か親睦事業をしようとか

ブリッジにて開催予定

続き

んがえておりますが、まだまだ肌寒い頃と思われ
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19,000円

累計

166,000円

