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会長の時間  　　 会長 　加藤光祥

　今月は、職業奉仕月間です。

　職業奉仕・社会奉仕の合同事業として、“いな

がわ１００人ゴミひろいDAY”を成功裡に終える

ことができました。そして、この活動は池田の各

学校に映像媒体として、寄贈されます。池田くれ

はロータリークラブ会員31名全て、仕事の内容は

違えども事業を通じて地域社会に貢献してきたこ

とは間違いないと思います。

　本年度の2つめの奉仕事業パラテニスもテニス

のインストラクターという職業を通じての国際奉

仕・青少年奉仕の合同事業となります。2回目の

事業として、事業場所も池田小学校に変わり、よ

り洗練された事業として、期待します。

　そして、3つ目のリユースランドセルの寄贈も、

国際奉仕・ 青少年奉仕の継続事業として数年前

からの実施しています。この3つの事業、共に地

域の小学校や中学校などに働きかけのお陰で、ラ

ンドセルでは小学校の先生方の受け取り方も例年

通りの事業のように、父兄や生徒に普通に寄贈の

意思が伝わるようになってきていると感じます。

寄贈先の国際状況を見ながら進めることになりま

すが意義ある事業として継続できればと願います。

　昨年度のレクイエムからゴミひろい、パラテニ

スからランドセルと奉仕事業を通じて継続的に小

学生から中学生そして大学生までも一緒に活動し

父兄も事業に参加する。この地域に根付いたロー

タリーらしい奉仕活動の連続性こそ地に足のつい

た本当の意味の広報活動であると思います。

　

出　席　報　告

例会日

例会回数 回

Ａ 会員数 名

Ｂ 出席免除者 名

Ｃ 出席義務者数 ＡーＢ 名

Ｄ 出席義務者　欠席数 名

Ｅ 出席義務者出席数　Ｃ－Ｄ 名

Ｆ 出席免除者出席数 名

出席率 ％
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四つのテスト

2023 年　1月 16 日　第 1639 回例会　No.1639

《IMAGINE》未来を《IMAGINE》未来を

1月23日(月)

担当：森　篤史会員

「信託と人生100年時代」 「大阪府から池田をさらに前に進める為に !」

1月30日(月)

例会休会

1月16日(月)

1月6日のニコニコ報告

本日の合計　80,000円　累計　644,000円

①地区より2023-24年度のための地区チーム研修

　セミナーのご案内が届いております。

（2023-24年度地区委員会出向委員宛）

②本日、第７回理事会・第１回被選理事会が開催

　されました。

③１月のロータリーレートは１３２円です。

　当日は26名の参加をいただきました。

　内容につきましては、落語家　てんご堂我楽さ

んの「池田の猪買い」を楽しんでいただいた後、

不死王閣名物の「牡丹鍋」をメンバーの皆さまに

楽しんでいただきました。

親睦活動委員会委員長　堀内　要佐

1月のお誕生日お祝い

新年移動例会 報告

担当：山内　邦夫会員

卓話者：府議会議員　原田こうじ様

加藤　光祥　会長 …

國司　真相　幹事 …

奥山　裕治副会長 …

服部　潤承　会員 …

高原誠一郎　会員 …

青井　秀浩　会員 …

北川　智司　会員 …

小森　　正　会員 …

庄田　佳保里会員 …

中村　　武　会員 …

坂田　妙子　会員 …

長嶋　貞孝　会員 …

山内　邦夫　会員 …

池田　吉清　会員 …

松室　利幸　会員 …

岡本　　厚　会員 …

新年明けましておめでとうござい
ます。ウサギピョンピョン　ハネ
ます。

あけましておめでとうございま
す。本年もよろしくお願いいたし
ます。前回欠席おわびです。

明けましておめでとうございます。

明けましておめでとうございます。
1月15日は誕生日です。馬齢を重ね
ております。

明けましておめでとうございます。
本年が希望の年となりますように！

今年もよろしくお願いします。明
日はローターアクト時代の仲間と
同窓会の予定です。20年ぶりに会
う人がたくさんです。

1月は奥さんの誕生日です。当日は
川西でイタリアンランチ予定です。

明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願い致します。

本年もよろしくお願いいたしま
す。コロナはワクチンの副反応の
2倍しんどかったです。

あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いします。

あけましておめでとうございま
す。本年も米山奨学事業にご協
力お願いいたします。

あけましておめでとうございます。

今年もよろしくお願い致します。

今年も宜しく!!

加藤年度あと半分　全力で走り抜
きましょう!!

新年移動例会で不死王閣をご利用
いただき誠にありがとうございま
す。今年こそ良い年になりますよ
うに。

ニコニコ報告　続き

奥村　雅一　会員 …

今井　卓哉　会員 …

乾　　禎則　会員 …

沢田　武司　会員 …

子安　丈士　会員 …

堀内　要佐　会員 …

飯原　多香　会員 …

森　　篤史　会員 …

あけましておめでとうございます。

あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。

新年明けましておめでとうござい
ます。新年早々、寝正月でした。

本年もよろしくお願いいたします。

新年あけましておめでとうござい
ます。

明けましておめでとうございま
す。新年移動例会よろしくお願い
いたします。

新年明けましておめでとうござい
ます。今年はうさぎ年。飛躍する
1年にしたいと思います。よろし
くお願いします。

明けましておめでとうございま
す。本年もよろしくお願いいたし
ます。

1月6日の幹事報告

●意義ある奉仕賞
　地域社会の重要な課題やニーズに取り組むプロ
　ジェクトを実施したクラブを表彰する賞
　昨年度の池田くれはジュニアパラスポーツ祭　
　の功績に対して贈られた

●End Polio Now「歴史をつくるカウントダウン」感謝状
　クラブでポリオプラスへ1,500ドル以上寄付を
　したことに対しての感謝状

●Every Rotarian、Every Year　クラブ認証バナー
　会員一人あたりの年次基金への平均寄付額が　
　100ドル以上であり、正会員全員が年次基金に
　25ドル以上を寄付したクラブに対して贈られる

●100％ロータリー財団寄付クラブ認証バナー
　正会員全員が寄付分類に関わらず、25ドルの寄
　付をして、１人当たりの平均寄付額が100ドル
　に達しているクラブに贈られる

2021－22年度　地区表彰
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　宮里ガバナーにプレゼンターとなっていただき

授与式を行いました。

　この他、中西博之会員に、第2回米山功労者マ

ルチプルの感謝状が届いております。

第１回被選理事会議事録

日　時　2023年1月6日（金）17時20分～18時00分

場　所　不死王閣

理事予定者数　11名　【出席者　11名・欠席者　0名】

高原誠一郎　加藤光祥　沢田武司　今井卓哉　

乾　禎則　　青井秀浩　小森　正　庄田佳保里　

奥山裕治　　國司真相　北川智司

オブザーバー　２名

出席者　中村　武　欠席者　中西博之

全て敬称略

高原会長エレクト　方針説明

　「親睦をより深め、有意義な奉仕活動を行って

　いこう！」というスローガンに基づい

　てクラブビジョンと戦略計画の説明が行われた。

　・クラブビジョン

　　新しい会員を迎えロータリーの使命を理解　

　　し、会員の個性を重んじて奉仕活動を行う。

　　他方インターアクトクラブや地域社会とも連

　　携し、奉仕活動を通じて感動を共

　　有するよう努める。

　・戦略計画

　　①会候補者の情報を収集・管理する。

　　②入会候補者とつながる。

　　③地域社会のニーズを常に調査し、奉仕活動

　　　の機会を考える。

　　④時代の変化に対応したクラブにする。

審議事項

　　第１号議案　次年度各委員会・各小委員会 

　　　　　　　　委員長について

　・クラブ奉仕委員会委員長　 乾　 禎則

　　親睦活動・出席・歌唱小委員会委員長

　　　　　　　　　　　　　　 吉井 順子

　　プログラム・会報広報雑誌小委員会委員長　

　　　　　　　　　　　　　　 服部 潤承

　・職業奉仕委員会委員長　　 小森　正

　・社会奉仕委員会委員長　　 庄田 佳保里

　・国際奉仕委員会委員長 　　奥山 裕治

　　ロータリー財団小委員会委員長

　　　　　　　　　　　　　　 中西 博之

　　米山奨学小委員会委員長   坂田 妙子

　・青少年奉仕委員会委員長   國司 真相

　　インターアクト小委員会委員長

　　　　　　　　　　　　　　 奥村 雅一

  ・会場監督　　　　　　　　 青井秀浩

（全て敬称略）

承認（理事会へ上程す

　（理事会議事録　続き）

協議事項

　　第１号議案　各委員会　委員構成について

　　・親睦とSAAのメンバーが数名かぶっている

　　　が将来を見越して入会浅い会員に早く慣れ

　　　ていただくという主旨で、あえてそうして

　　　いるのでご理解いただきたい。

　　

　　　第２号議案　2023～2024年度　

　　　　　　　　　各委員会事業計画について

　　・クラブ奉仕委員会

　　　　年間行事予定　他

　　・職業＆社会奉仕委員会

　　　　いながわ100人ゴミひろいDAY！

　　　　（継続事業）他

　　・国際奉仕委員会

　　　　フィリピンとの合同事業　他

　　・青少年奉仕委員会

　　　　大阪大学RAC提唱　他

その他

　・ホームページについて

　　ホームページをどこかの委員会で担当する。　

　　例えば「広報雑誌小委員会」もしくは「特　

　　別委員会」などを検討していく。

　・池田くれはRC×池田商工会議所YEGコラボ　

　　企画のついて

　　YEGの事業である「YEG祭り」等に参画し　　

　　て一緒に行動することによって逆にロータ

　　リークラブのことを知っていただき、ロータ

　　リーへの入会を促すことも考慮する｡

報告事項

　　2023-2024年度　IMロータリーデー日程

　・2023年2月24日（金）ガバナー事務所にて説

　　明会が行われる。

　　2023-2024年度地区委員会への出向者

　・地区パストガバナー 　   新谷 秀一

　・地区国際・社会奉仕委員会副委員長

　　　　　　　　　　　　    庄田 佳保里

　・地区米山奨学委員会委員  中村  武

　・地区インターアクト委員会委員 奥村 雅一

(全て敬称略）

　　

今後の被選理事会の予定

　　1月30日㈪　2月27日㈪　3月27日㈪

　　4月17日㈪　5月29日㈪

　　いずれも、17:30～　ブリッジにて開催

以上　（記録者　中村 武）

　

第７回理事会議事録

日　時　2023年1月6日（金）17時15分～17時25分

場　所　不死王閣

理事数　11名　【出席者　11名・欠席者　0名】

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　

中村　武　坂田妙子　北川智司

オブザーバー　２名

出席者　今井　卓哉　欠席者　中西博之

全て敬称略

審議事項

　　第１号議案　クリスマス家族移動例会 会計

　　　　　　　　報告の件

　クラブ奉仕委員会 奥山委員長より、令和4年12

　月19日（月）ヒルトンホテルにて開催された、

　クリスマス家族移動例会の会計報告があった。

　　　承認

協議事項

・池田ジュニアパラスポーツ祭のチラシについて

　の内容確認をしたところ、数か所修正があっ　

　た。チラシの印刷を急いでいるとの事なので、

　修正が終わり次第に、印刷する事になった。

（坂田青少年奉仕委員長）

報告事項

・新入会員の森　篤史さんを、親睦活動・出席・

　歌唱小委員会へ配属する。

・リユースランドセルの寄贈に関して、今月、池

　田市に後援の依頼予定。

次回理事会：2023年2月13日（月）17:30 ～

　　　　　　ブリッジにて開催予定

以上　（記録者　今井卓哉）

1月6日のビジター

米山奨学生　蔡 真彦様

2022-23年度 下半期地区行事予定　

1月28日㈯

地区ロータリー財団補助金管理セミナー

大阪YMCA国際文化センターにて

　沢田武司会長ノミニー

　國司真相幹事

　今井卓哉副幹事

　庄田佳保里会員

　中西博之会員

オンライン出席予定

2月18日㈯

2023－24年度のための地区チーム研修セミナー

大阪国際会議場にて

　庄田佳保里会員

　奥村雅一会員

出席予定

3月4日㈯　

2023-24年度のためのPETS（会長エレクト研修セミナー）

大阪国際会議場にて

　高原会長エレクト

出席予定

3月18日㈯

IM第1組ロータリーデー

ザ・リッツ・カールトン大阪にて

　次年度ホストに当たっておりますので多数ご参

　加ください。

同日・同場所にて

IM第1組フレッシュロータリアン研修交流会

4月8日㈯

2023-24年度のための地区研修・協議会

　大阪国際会議場にて

　次年度理事役員

出席予定

5月3日㈬～5日(金)

春のRYLAセミナー

大阪府立青少年海洋センターにて

5月20日㈯

2023－24年度のための地区会員増強セミナー

大阪YMCA国際文化センターにて

5月27日㈯～31日㈬

国際大会

オーストラリア・メルボルンにて
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新年移動例会

●池田の猪買いについて

　「池田の猪買い」は上方落語特有の旅ネタと言

われる噺（はなし）で、落語好きの人なら誰もが

知っている筋書き。主人公が猪の肉を買いに大阪

・丼池から池田（池田市）まで行くというお話。

●ストーリー

　「ある日、冷え気（淋病のこと）に悩む男が、

丼池（どぶいけ）の甚兵衛に相談に来る。「それ

なら猪（しし）の肉がええ。しかし取れたての肉

でないといけない。心安うしていて大阪でも知ら

れている猪撃ちの名人、池田の狩人・六太夫とこ

行っといで、紹介状書いてやるさかい」と、親切

に行く道まで教えてもらう。しかし、男は、物覚

えが悪く、行く先々で道を尋ね、産婆を迎えに行

った男や農民を閉口させながらも、どうにか池田

まで辿り着く。

　狩人六太夫の家を訪ねた男は、一昨日仕留めた

ばかりという猪肉を勧められるが、「素人では一

昨日の猪か一昨年の猪か分からないので、目の前

で猪を撃って欲しい」と頼み込む。六太夫は渋っ

たが、男の「雪がちらちらする、今日のような日

は猟が立つ」とのせりふに折れ、猟犬と男を連れ

て山に行く。犬が追い立てたつがいの猪を発見し、

狙いを定める六太夫に男は横から、「わあ、さぞ

猪の肉うまいやろなあ」「オスとメスどちらがう

まいか」「帰ったら食わせて」「米炊いてんか」

「酒あるか」などと、くだらないことを質問する。

しまいには狙い通り撃って倒した猪を、「この猪

は新しいか」と聞く始末。頭に来た六太夫、猪を

鉄砲の台尻でぶったたく。猪は、鉄砲の音と至近

弾で目を廻していただけであったため、そのはず

みで目を覚まして逃げていく。

「どうじゃ、客人。あの通り新しい」

新年移動例会
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