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池田RC田中孝史会長… 本日、合同例会です。池田くれは
RCの皆様よろしくお願いします。
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2022 年 9 月 12 日

例会日
例会回数

池田RC橋本昌也幹事… 合同例会楽しみにしておりまし
た。よろしくお願い致します。

Ａ 会員数

池田RC奥村昌也会場監督… 本年の合同例会池田くれはRCさん
大変お世話になります。

Ｂ 出席免除者

加藤 光祥 会長 … 本日合同例会宜しくお願い致します。

Ｄ 出席義務者

新谷 秀一 ＰＧ … 卓話です。よろしく。

Ｅ 出席義務者出席数

國司 真相 幹事 … 合同例会よろしくお願い申し上げ
ます。

Ｆ 出席免除者出席数

Ｃ 出席義務者数 ＡーＢ
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9月26日(月)

9月12日の幹事報告

高原誠一郎 会員 … 池田RCの皆様、合同例会よろしく
お願い申し上げます。
青井 秀浩 会員 … 娘の所属する呉服小学校吹奏楽部
が、関西大会で金賞を取り、全国
大会へ行けることになりました。

①地区より昨年度（吉川ガバナー年度）のガバ
ナー月信最終号が届いております。
池田くれはＲＣの受賞報告はロータリー賞受賞
（Ｐ２８）意義ある奉仕賞受賞（Ｐ２９）が掲載
されておりますのでぜひご一読ください。

北川 智司 会員 … 合同例会、2年振りですね。
ようこそ池田RCのみなさま。

②次週は敬老の日の為、例会は休会です。
9月のロータリーレートは139円です。

武 会員 … 久しぶりの合同例会池田RCの皆さ
ま本日は宜しくお願いします。

池田RCとの合同例会Photo

坂田 妙子 会員 … 合同例会宜しくお願い申し上げます。
長嶋 貞孝 会員 … 年男の誕生日です。
山内 邦夫 会員 … 合同例会、よろしく。
池田 吉清 会員 … 合同例会、楽しみです。
厚 会員 … 今日から大阪のいらっしゃいキャン
ペーン再開しました。

吉井 順子 会員 … 大勢が集まれる幸せを感じます。

「卓

クラブフォーラム①

会長の時間

会長

話」

加藤光祥

（会長の時間

今井 卓哉 会員 … 合同例会よろしくお願いします。
禎則 会員 … 久しぶりの合同例会宜しくお願い
致します。

沢田 武司 会員 … 池田RCの皆さま合同例会よろしく
お願いいたします。
子安 丈士 会員 … 池田RCの皆様、ようこそお越しく
ださいました。
飯原 多香 会員 … 池田RCの皆さま、本日はよろしく
お願いします。
51,000円

累計

270,000円
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続き）

いるか理解してきた、分かっている全物質の量は、
計算結果分かったのが宇宙の5%だった。宇宙の3
割弱が存在することは分かっているが見えない未
知の物質ダークマター（暗黒物質）、なぜ存在す
るのがわかった？それは、銀河は回転している、
星が外側に飛び出さないようにしている見えない
重力ダークマターが存在する。
もう1つの理由は、少し角度を変えてみると同
じものが見える、光を屈折させる何かダークマ
ターによる重力レンズの存在。
残り７割弱は、物質ですらない謎のダークエネ
ルギー（暗黒エネルギー）で何故か宇宙の膨張を
加速させている。
今この95%を占める暗黒セクターの解明に、日
本人が主要的に関与する２つの国際プロジェクト
が進められています。これから増々難しく面白く
なります。

本日は社会奉仕・職業奉仕両委員会のクラブ
フォーラムです。
本年度、両委員会共催による、地区補助金を活
用する奉仕事業となります。
“いながわ１００人ゴミひろいDAY!”プロジェ
クトも時代の要請を意識して、猪名川の小さな地
域から、世界の環境・地球の未来・生活のあり方
までも決して大げさでなく考えることができるテー
マだと思います。11月成功のために共に準備しま
しょう。
地域の猪名川から宇宙へと話は飛躍します。無
から、宇宙の始まりについて9月5日に少し話させ
ていただきましたが、世界の科学者が宇宙につい
て、長い年月研究しノーベル賞も多数受賞され相
当宇宙の謎が解明されたと思いきや、なんと僅か
宇宙のたった5%しか分かっていなかった。
現代物理学によって物質はどんなものでできて

石田 貴子 会員 … 合同例会楽しみましょう。
今日も暑かった。

本日の合計

例会休会

卓話担当：米山奨学生 蔡 真彦様

奥村 雅一 会員 … 合同例会にて。

乾

幹事／國司真相

10月10日(月)

10月3日(月)

担当：社会奉仕委員会、職業奉仕委員会

庄田佳保里 会員 … 本日合同例会よろしくお願いします。

副会長／奥山裕治

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

名

服部 潤承 会員 … 本日、合同例会にあたり池田RC故
林功直前会長様のご冥福をお祈り
致します。

岡本

会長／加藤光祥

名

奥山 裕治副会長… 合同例会よろしくお願いします。

中村

《IMAGINE》未来を

名

85.71％

出席率

2022～2023年度

四つのテスト
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（米山奨学生レクリエーション

米山奨学生レクリエーション 報告

続き）

を観劇しました。私は、生まれて初めて観劇した
のですが、テンポの良さ、ビジュアルはもちろん
歌の迫力やキレのあるダンスでの表現力に圧倒さ
れ、宝塚の世界に引き込まれてしまいました。何
といっても主役である真風さんの男役はカッコイ
イの一言で、宝塚歌劇に夢中になるファンの方々
の心境が少しわかったような気がしました。そこ
はまるで現実を離れた夢の世界でした。
当クラブからは、地区米山奨学委員会 坂田
妙子委員長、米山奨学生 蔡 真彦さんと妻の今
井京子、及び私の４名が参加しました。また、過
去に当クラブがお世話をさせていただいた元米山
奨学生の、鍾 允順さん、鄭 詩頴さんも学友会
スタッフとして参加しご活躍されていました。
米山奨学生カウンセラー 今井 卓哉

池田市美術展

（卓話

9月12日の卓話

ように調整してくれて、どうにかピンチを乗り切
ることができました。
「袖振り合うも多生の縁」と言いますが、ロー
タリーでは私もこれまでたくさんのご縁に支えら
れてきました。
さて、私の事業について少しお話しさせていた
だきます。お手元にお配りしたのは昨日付の産経
新聞ですが、私どもの学校の学生が在学中に一級
建築士に合格したという話題が取り上げられまし
た。これは前例のない快挙で、私たちは少子化の
時代にあって、生き残りをかけ、ほかのだれもま

「袖振り合うも多生の縁」

ねのできないオンリーワンを目指し、こうした前

新谷秀一 パストガバナー

例のないことに日々挑戦しています。
私は今も現役で京都にある3つの学校の経営に

私が池田くれはRCの仲間たち、そして池田ＲC

携わり、また、住まいも京都市内に移しましたの

の皆さまに支えられてガバナーを務めたのは、も

で、皆さまとお目にかかる機会が減ってしまいま

う15年前のことになります。86クラブ、4000人を

したが、これからも皆さまとのご縁を大切にしな

超える地区をリードすることができたのも皆さま

がら、文字通り「多生の縁」で来世でもまた友情

のおかげです。この場をお借りし、改めてお礼申

をつなげればと思います。そして、私に池田くれ

し上げます。

はRCのチャーターメンバーになるように命じた能

今だから申し上げますが、実は私は決して自ら

勢電元社長の村上実さんや、岡本直文さんたち先

進んでこの役を買って出たわけではありません。

輩方に次の世界で再会した際には「おかげさまで

当時、宮田年度の八田昌三ガバナーエレクトが辞

いい経験をさせていただきました」と、感謝の気

退した余波が続いていたようで、不死王閣の岡本

持ちをお伝えしたいと思っています。（笑）

直文さんたち7人の会員が「どうしても引き受け
てほしい」と、私の自宅に頼みに来られました。

ガバナー月信より

当時は学校経営が忙しく、私と家内は丁重にお断

日 時：2022年9月18日（日）13:00～18:35
場 所：宝塚ホテル及び宝塚大劇場
出席者：ロータリアン、米山奨学生、米山学友、
その他関係者 総勢 約150名
米山奨学生レクリエーションが、２部構成にて
開催されました。第一部は、宝塚ホテル宝寿の間
にて、昼食懇親会がありました。宮里 唯子ガバ
ナーによるご挨拶の後、山本 博史パストガバ
ナーの乾杯によりスタートしました。
途中、奨学生近況報告と題し、米山奨学生によ
る１分間スピーチがあり、例会やクラブ行事に参
加する事で、学校では学ぶ事のできない日本の習
慣や文化などを、カウンセラーやロータリアンか
ら直接学びながら、とても有意義に過ごしている
様子が良く伝わりました。45人の奨学生がスピー
チをされたのですが、中でも蔡 真彦さんの日本
語は、ネイティブな日本人がスピーチをしている
ようで、一番上手でした。

りするつもりで食事を用意して待ち構えていたの

●吉川ガバナー年度最終号

ですが、岡本さんは同席した会員に、「新谷さん
言うまで帰らん！」と一歩も引かず、半ば強引に
押し切られたというのが本当のところです。
しかし、これが悲劇の始まりでした。米国での
ガバナー研修の前には肺炎で入院し、心配した近
藤雅臣パストガバナーから「ロータリーと命のどっ
ちが大切なんだ！」と止められて研修を欠席し、
さらに直前ガバナーの岩田宙造さんと山本博史代
表幹事からはガバナー事務所の事務局員の総入れ
替えをいきなり告げられて、ダッチロール状態で
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池田市・池田市教育委員会・池田市美術協会主

のスタートとなりました。このときは代表幹事の

催によります「池田市美術展」が9月11日から17
日まで中央公民館で開催されました。
当クラブでは毎年、後援をしております。
今年は絵画、書道、工芸、写真各1作ずつ「池田
くれはロータリークラブ賞」として選ばれました。

森茂寛さんはじめ、幹事の皆さんには本当に大変

推奨記事

P21 春のRYLAセミナー 報告
～22 米山奨学生 蔡 真彦さん
受講生として出席
服部潤承直前会長
今井卓哉米山奨学生カウンセラー
坂田妙子米山奨学生カウンセラー
青井秀浩会員
青井奈緒事務局員
開校式出席
P23 学友会 春の総会
～24 坂田妙子地区米山奨学委員会委員長
青井秀浩会員（学友会員）
青井奈緒事務局員（学友会員）
米山学友 鄭 詩頴さん
出席
P23 地区ローターアクト活動報告
地区年次大会
坂田妙子地区米山奨学委員会委員長
庄田佳保里地区国際・社会奉仕委員会社会奉仕小委員会委員長
オンライン出席

が受けるまでは料理に手をつけるな！」「ウンと

第二部は、宝塚大劇場に場所を移し宝塚歌劇
宙組の「HIGH & LOW THE PREQUEL」と「Capricciosa!!」

続き）

なご苦労をおかけしました。
また、RI会長代理歓迎晩餐会では席が足りなく
なるというハプニングがありました。このときは
岡本直文会員が、池田くれはRC会員の席を空ける
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