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9月5日のニコニコ報告

9月5日の卓話

加藤 光祥 会長 … 久し振りにお顔を直接拝見しまし
た。Zoom画面より美しい!!

2022～2023年度

四つのテスト

《IMAGINE》未来を

國司 真相 幹事 … 久しぶりのリアル例会うれしいで
すね。

会長／加藤光祥

副会長／奥山裕治

幹事／國司真相

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

服部 潤承 会員 … 9月15日は家内の誕生日です。
青井 秀浩 会員 … 9月お誕生日です。先週は息子の
学祭に行ってきました。今週末は
娘の吹奏楽コンクールがありま
す。頑張ってもらいます。
北川 智司 会員 … コロナ軽症でした。今が一番健康
です。
庄田佳保里 会員 … お久しぶりです!!もう9月ですね。
中村

「池田商工会議所コロナ禍での活動」

武 会員 … 保険金を頂いてコロナバブルです。

池田 吉清 会員

長嶋 貞孝 会員 … 9月で84才になりました。my way
を持って来ました。一読あれ!
池田 吉清 会員 … 卓話です。

今日９月５日は、池田商工会議所の創立記念日
です。今日で７２年になります。今日はコロナ過
での池田商工会議所の活動についてお話しします。
２０２０年１月に発見された新型コロナウイル
スの急拡大により４月には緊急事態宣言が発令さ
れ、５月には商工会議所も休館に追い込まれまし
た。会員サービスとして、会議室やロビーに情報
提供コーナーや相談会場を設置しました。相談に
ついては、このとき始めてオンライン相談を取り
入れました。国の支援以外に困っている､飲食店
さんに青年部と共同で、「みらい飯」という制度
を立ち上げました。
また２０２１年にはお店や会社を紹介するサイ
ト「MOVIL MALL」を行いました
陳情・要望活動では、６４歳以下の接種対象者
全員へ接種券を早急に配布してほしい、等の要望
を致しました。
創業支援では、「事始めアシスト池田」という
企業する方の支援制度を設けています。メインは
セミナーです。セミナーを受けて頂くといろいろ
な特典があります。
また、２０２１年８月にいけだ女性創業チャレ
ンジコンテストを開催しました。４３名もの応募
がありました。デジタル化支援です。
２０２３年１０月から、インボイス制度が始ま
ります。会議所では、レジから会計ソフトの実装
まで行政書士のチームと一緒になって支援してお
ります。
最後に織姫プロジェクトですが、池田高校のダ
ンス部とのコラボレーションによる、ＭＶを作成
しました。ダンス部の女性部員３２名が参加しま
した。振り付けはダンス部の皆さんが歌詞や雰囲
気に合わせて作ってくれました。

松室 利幸 会員 … コロナに負けずがんばりましょう
吉井 順子 会員 … さんざんな8月でした!
9月はさわやかなたのしい月とな
りますように!
奥村 雅一 会員 … こんばんは。
石田 貴子 会員 … 久しぶりの例会です。
皆さまお元気でしたか？
乾

禎則 会員 … 久しぶりのリアル例会宜しくお願
いします。

沢田 武司 会員 … 会社の年間表彰で沖縄に行ってき
ました。
子安 丈士 会員 … 先月誕生日で、卓話でした。
飯原 多香 会員 … 週末、淡路島に行って、洲本ロータ
リークラブの方と飲んできました!
本日の合計
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9月12日(月)
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「袖すり合うも多生の縁」

例会休会

クラブフォーラム①

卓話担当：新谷秀一 会員
池田 RC との合同例会

会長の時間

会長

担当：社会奉仕委員会、職業奉仕委員会

加藤光祥

（会長の時間

本日は、池田ロータリークラブとの合同例会です。

続き）

また来年度は池田ロータリークラブにおかれま
しては70周年、当クラブは40周年とIMを控えて準
備を含め多忙な時期となります、今後ともご指導
のほど宜しくお願い致します。

池田ロータリークラブの田中会長初め、会員の
皆様には昼間の例会と異なり、夕方からの例会に
も拘わらず多数ご参加いただき誠にありがとうご
ざいます。
合同例会を通じて、相互理解と親睦を深める機

9月5日の幹事報告

会になればと考えております。
第7波のコロナ感染者数は池田市の統計では8月

①国際ロータリー日本事務局よりポール・ハリス・
フェローの認証状とバッジが届いております。
表彰・授与をおこないました。

の感染者数5584人で累計19588人となっています。
令和2年・令和3年の合計を7月と8月は単月で上回
る恐ろしい感染力です、9月に入り減少に向かっ

②地区より米山学友による「再会in関東」のご案
内が届いております。
（地区米山奨学委員長・地区米山奨学委員会奨
学生・学友担当委員長宛 ）

ているようですが、当クラブでも感染者が出てい
ます。テレワークが出来ない事業では感染対応に
苦慮しています。クリスマスから年末年始の人出
の多い時期の感染状況は予断を許さない状況です。
ただ、当クラブは池田市内の感染者数を基に、

③本日ロータリーの友8月号を配布いたしました。
8月号、横組み47ページに池田くれはジュニアパ
ラスポーツ祭の記事、正岡会員のお孫さんの写
真が掲載されています。9月号については、第3
回例会に配布、紹介もおこなう予定です。

例会開催について判断基準を設け例会開催の可否
判断基準数値（例会前週火・水・木計500名）を
うれしいことに下回りましたので通常例会とさせ
ていただきました。
池田ロータリークラブにおかれましても、その

④本日長嶋会員の冊子をお配りいたしました。

判断に苦慮されておられるのでしょうか、今後と
も何かにつけて注意しながら進めていきたいと思

⑤次回例会は池田RCとの合同例会です。現在のコ
ロナの状況であれば3階イベントスペースでおこ
ないます。
SAA・親睦委員会の方を中心に17時30分に設営に、
集合してください。

います。
今年度２つの奉仕事業を計画し、11月の“いな
がわ100人ゴミ拾いDAY!プロジェクト”の準備を
進め、そして3月の奉仕事業、前年に続き“パラ
テニス”へとつないで参ります。
その間に親睦事業のクリスマスや新年の移動例
会やその他にも親睦活動を行い充実した1年にした
いと考えています。
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（議事録

第3回理事会議事録

続き）

日

時

2022年9月5日（月）17時30分～18時10分

第３号議案 2022年8月青森県大雨災害支援金の件

場

所

ブリッジ

・2660地区で支援金をとりまとめて、2380地区へ

理事数

光祥（〇）

服部

潤承（〇）

過去の支援金を参考に、当クラブからは30,000

高原誠一郎（〇）

國司

真相（〇）

円を支援する事になった。

奥山

裕治（〇）

青井

秀浩（〇）

小森

正（〇）

庄田佳保里（〇）

中村

武（〇）

坂田

北川

智司（〇）

オブザーバー

卓哉（〇）

中西

博之（×）

ポール・ハリス・フェロー/庄田佳保里会員

ポール・ハリス・フェロー/飯原多香 会員

マルチプル・ポール・ハリス・フェロー1回目/奥村雅一会員

マルチプル・ポール・ハリス・フェロー2回目/松室利幸会員

マルチプル・ポール・ハリス・フェロー3回目/加藤光祥会長

マルチプル・ポール・ハリス・フェロー3回目/長嶋貞孝会員

承認
協議事項

妙子（〇）

・家族移動例会の件
延期とし、別の形での開催を、親睦活動・出

3名【出席2名・欠席1名】

今井

ロータリー財団による認証

送金する事になっている。

11名【出席11名・欠席0名】

加藤

ロータリー財団による認証

乾

席・歌唱小委員会に依頼する。

禎則（〇）

クリスマス例会・新年移動例会の準備を進めて

以上敬称略

いく。
審議事項
第１号議案

・会員増強について

前年度決算の件

・9月2日（金）に新旧の幹事・会計・副幹事が集

特に進展なし。

まり、最終決算を行った。

11月14日（月）予定の、新入会員卓話について

前年度会計より、一般会計・特別会計（ニコニ

検討しなければならない。

コ・周年基金・国際奉仕・災害プロジェクト）に

報告事項

ついて、資料を元に詳細な内容説明があった。

・地区補助金の入金があった。（287,368円）

承認
第２号議案

・池田市更生保護協会 法人会員会費 10,000円を

合同例会の件

・2022年9月12日（月）18:30

支払った。（10口 10,000円）

池田市民文化会館

3Fイベントスペースにて池田RCとの合同例会を
・池田市美術展 池田くれはRC賞 20,000円を支

開催する。

払った。（スポンサーとして）
・設営責任クラブなので、SAA・親睦委員会を中
次回理事会：2022年10月3日（月）17:30 ～

心として準備をする。

ブリッジにて開催予定
以上

・食事代（事務局員含む）、会場費、クロス代等

（記録者

副幹事

すべて池田RCと折半とする。

今井卓哉）

9月のお誕生日お祝い

・SAA・親睦委員会のメンバーは、当日17:30に集

ポール・ハリス・フェローとは
年次基金、ポリオプラス、承認された財団補助金
のいずれかに1,000ドル以上を寄付した方です。

合して準備をする。
・円卓を７台準備して、池田RCと池田くれはRCの
会員が交互に着席する。

マルチプル・ポール・ハリス・フェローとは
ポール・ハリス・フェローに追加で1,000ドル以
上をご寄付いただくごとに認証されます。

・ロータリーの友の紹介は、合同例会ではなく次
の例会で行う。

この他、中西博之会員に、マルチプル・ポール・
ハリス・フェロー１回目の認証の襟ピンが、新田
耕平会員に同５回目の認証の襟ピンが届いており
ます。

・当日は、ジャケット着用。

マルチプル・ポール・ハリス・フェロー3回目/山内邦夫会員

承認
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