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会長の時間  　　 会長 　加藤光祥

　

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 ％

1640
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　82.76
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令和□□年□□月□□日　第□□□□回例会　No.□□□□

2022～2023年度

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

四つのテスト

2023 年　2月 13 日　第 1641 回例会　No.1641

《IMAGINE》未来を《IMAGINE》未来を

2月20日(月)

担当：長嶋 貞孝会員

クラブォーラム③
「僕の人生」

2月27日(月)

例会休会

2月13日(月)

1月30日のニコニコ報告

本日の合計　34,000円　累計　723,000円

①本日17時30分より第2回被選理事会が開催され 

　ました。

②地区より『2023-24年度のための会長エレクト

　研修セミナー（PETS）および 懇親会』のご案

　内が届いております。（会長エレクト宛）

③地区より「四天王寺高等学校中学校インターア

　クトクラブ創部４０周年記念例会」のお知らせ

　が届いております。

　（インターアクトクラブ提唱クラブ事務局宛）

④地区規定・決議審議委員会より、国際ロータリー

　2023年決議審議会決議案及び2025年度規定審議

　会制定案募集のご案内が届いております。

　（会長・幹事・会長エレクト・次年度幹事宛）

⑤地区よりローターアクト第2回地区献血のご案

　内が届いております。

　（地区インターアクト委員宛）

　国際奉仕事業として、昨年5月にベトナムへ輸

送したリユースランドセルですが、ベトナム学友

会ご協力のもと、Thanh Tam 協会から、Thong Nhat

町の複数の施設に78個配っていただきました。

　今年度も池田市内の小学校卒業生よりリユースラ

ンドセルを集める準備を進めております。

～戦中、戦後の池田～

加藤　光祥　会長 …

國司　真相　幹事 …

奥山　裕治　会員 …

青井　秀浩　会員 …

小森　　正　会員 …

庄田　佳保里会員 …

坂田　妙子　会員 …

長嶋　貞孝　会員 …

山内　邦夫　会員 …

岡本　　厚　会員 …

吉井　順子　会員 …

奥村　雅一　会員 …

石田　貴子　会員 …

乾　　禎則　会員 …

沢田　武司　会員 …

子安　丈士　会員 …

森　　篤史　会員 …

早や73
　　年々時間が
　　　　　　加速する

欠席おわびいたします。

府議会議員　原田こうじ様をお迎
えして。

消防団の旅行で横浜、鎌倉、湘南
江の島ツアーを楽しんできまし
た。大仏さんの中に入れなくて残
念でした。

原田こうじ先生ようこそ

2/5RAC献血へのご協力よろしくお
願いします。

台湾米山学友会の元奨学生関口さ
んを宜しくお願いします。

寒い　コールド　冷たい　ヒエル

卓話担当です。原田こうじさんよ
ろしくお願いします。

バッジ忘却　ノーネクタイおわび

1月が飛び去りましたネ!高齢者
はこの寒さの中、足元に注意を
集中して歩いております!!

こうじさん、がんばってください
ね!!

寒いですね。風邪など召されない
様に!

2/5のRACによる献血活動宜しくお
願いします。

昨日、次男が結婚し、明治神宮に
て挙式・披露宴が開催されまし
た。

先週は、雪が大変でした。

お先に失礼します。すみません。

1月30日の幹事報告

　２月は平和構築と紛争予防月間です。

　ロータリークラブは平和を強く願います。しか

しながら、世界はこの月間が掲げる目標とは、ほ

ど遠い現状です。

　紛争は、宗教上の争い、土地や資源の奪い合い、

権力闘争、文化や民族間の差異、差別など様々で

す。

　紛争の種は、子供同士のお菓子の取り合いから

ロシア・ウクライナの戦争に至るまで人間の存在

する限り絶えたことのない歴史があります。

　人間には欲があります、強くなりたい、偉くな

りたい、1番になりたい、この欲が強い人が努力

に努力を重ね幸運にも恵まれライバルとの競争に

打ち勝つ事になります。学問の世界、オリンピッ

ク・パラリンピックのスポーツや囲碁将棋の世界

ではこの欲と努力、才能は賞賛の的となります。

しかし、利害の絡む国家間、民族間、宗教間など

では、利害に関係する人間の数が膨大な数となり

ます。その利害の代表者は獲得できる権力の大き

さ、バックについている多数の圧力、利害の大き

さに引くに引けない状況になるのでしょうか。戦

争・紛争による被害者、貧困や飢餓など困窮する

人々は1億人を超えているのではないでしょうか。

　大いなる矛盾が存在します。世界中で自国の安

心安全を守るため何千万人の軍人を雇用していま

す。そして、裾野の広い軍需産業も1億人以上の

雇用に関係し、膨大な経済効果を示しています。

最新技術の粋を集めた兵器を製造提供しています。

紛争の存在が企業の利益の源泉です。完全なる平

和は　軍人及び軍需産業を必要としません。これ

は世界の雇用と経済に大打撃を与えます。

～ロータリー歴、40年を迎えて～
担当：青少年奉仕委員会・国際奉仕委員会

会長の時間　続き

　国の政治指導者は自国の利害を優先します。世

界の政治指導者はそうします。各国の利害の獲得

競争の中で政治力は武力と経済力を背景に交渉し

ます。日本国民は自国は少々損しても利権や資源・

食料獲得等を他国に譲ることを許しますか。どこ

が利害調整できますか。国連ですか。

　日本は非常任理事国となりました、真の国連の

機能が発揮できれば、拒否権を持つ国による機能

不全が解決出来れば、そうでないと・・・・・

もう・・・・終末時計は進んでいます！

　話が暗い、

明日はバレンタインデー、砲弾が飛び交うより

チョコレートが行きかう方がずっと素晴らしい！！

2月のお誕生日

北川　智司　会員　 2月 1日

中村　　武　会員　 2月10日

中西　博之　会員 　2月20日

リユースランドセル

1月30日のビジター

大阪府議会議員

米山奨学生　　 蔡　真彦　様

関口　大樹　様

原田　こうじ　様

台湾米山学友会元奨学生

　台湾米山学友会は、1983年に台湾の元米山

奨学生たちによって台湾の大学・大学院で学

ぶ日本の若者に奨学金を支給し、日台の絆を

深める人材を育てようとする目的で設立され

ました。
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1月30日の卓話

　こんばんは！

　大阪府議会議員の原田こうじです。今日は貴重

な卓話の機会を頂きありがとうございます。

　私は大学生の頃、ボーイスカウトのリーダーを

していました。大学生数名、高校生数名で、小中

学生20～30人の面倒を見ながらハイキングやキャ

ンプに出掛けていました。今のようにキャンプ場

が各地にある時代ではなく、時に国土地理院の地

図を購入して等高線や河川、地図記号を頼りに野

営地を探し、地権者と交渉し、下草刈りを行い実

施に至るなど今思えばなかなかハードな経験をし

ていました。心には常に開拓者の精神を持ち続け

たいと思っています。

　社会人を経て議員秘書になり、若者の声を政治

に反映させるには自分が政治家として届けるしか

ないと思い、34歳の時に立候補しました。

　以来子育て支援や不妊治療の助成制度など議会

でも様々取り組んできました。出産一時金の増額

など具体的に国が動き出しましたが、まだまだ十

分とはいえません。引き続き取り組んでいきます。

　また、池田市内の整備については、満寿美の防

災公園は都市計画決定から66年の長い年月をかけ

てオープンし、保健所の池田市内移転建て替えも

めどがつきました。細河地域の歩道整備、河川整

備もすすめています。しかし、新名神高速道路に

つながる伏尾バイパスが事業凍結のまま進んでい

ません。まったくそのまま再開することは難しい

と思いますが、線形改良に向けて長期的には取り

組んでいきたいと思います。

　様々な活動についてはぜひHPやSNSにもご注目

いただきたいと思います。

ありがとうございました。

「大阪府から池田をさらに前に進める為に !」
大阪府議会議員　原田こうじ様

米山奨学生　　 蔡　真彦　様

日　時　2023年1月30日㈪　17：30～18：00

場　所　ブリッジ

理事数　11名【出席11名・欠席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1名・欠席1名】

　　　　中村　　武、中西　博之（欠席）

(全て敬称略）

審議事項
第１号議案　2023年度クラブ協議会について

　・ガバナー補佐訪問日に開催するクラブ協議会

　　を例会で行う。

　・クラブ協議会開催回数は年1回もしくは2回開

　　催する。

　　承認
第２号議案 創立40周年記念誌編集委員会について

　　創立40周年記念事業実行委員会内で編集委員

　　会を発足する。

　　編集委員長として松室会員に依頼してクラブ

　　創立から40年間の歴史を作成する。

　　承認

協議事項
第１号議案　各奉仕委員会の事業計画及び予算案

　　　　　　について

　・クラブ奉仕委員会・・・・移動例会 他

　　　→次回の被選理事会で資料提出

　・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

　　　→＊内容の調整は必要。

　　　　＊地区補助金はどうするか？

　動画の費用が結構かかったけど、動画は不変的

　なものなので毎回作成する必要はない。

　地区補助金において継続事業は出せないかもし

　れないので確認する必要がある。

・国際奉仕委員会・・・・フィリピンとの合同事業 他

    　→内容を調整する。

・青少年奉仕委員会・・・大阪大学RAC提唱　他

　　　→関大RACの方の話しを聞いて先生とのつ

　　　　ながりがある方が進めやすいと感じた。

　　　→阪大の学生支援課に聞いてみる。

　　　→GECSの方と接触する。

第２号議案　2023～2024年度のための地区研修・　

　　　　　協議会への出席にについて

（被選理事会議事録　続き）

　

　　　大阪国際会議場にて2023年4月8日（土）

　　　次年度理事役員に出席の要請

第３号議案　IM1組ロータリーデーについて

　　日時：2024年3月2日（土）　

　　場所：不死王閣

　　・一般市民も対象とする。

　　・ロータリーデー開催後

　「フレッシュロータリーアン研修会

　（食事付き）」を開催

　対象は入会3年もしくは5年未満　

　詳細は2023年2月24日(金)に説明会あり

その他

　・ホームページについて（特別委員会発足）

　　高原会長エレクトより沢田会員が委員長に指

　　名される。情報発信する委員会として継続協

　　議とする。

　・池田くれはＲＣ×ＹＥＧとのコラボ企画について

　　ＹＥＧの村崎次年度会長と打ち合わせをしな

　　がら進めていく。

報告事項
　　2023～2024年度　ガバナー公式訪問日決定

　　　　　・2023年10月16日（月）

　　2023～2024年度　ガバナー補佐訪問日決定

　　　　　1回目・2023年10月2日（月）、

　　　　　2回目未定（2024年3月頃予定）

　　2023～2024年度ＩＭロータリーデー日程変更

　　　　・2024年3月2日（土）に変更

　　2023～2024年度のための地区研修・協議会

　　　・2023年4月8日（土）大阪国際会議場

　　2023学年度米山奨学生終了式・歓送会　

　　　・2023年2月25日（土）シェラトン都ホテル大阪

　　　　坂田会員（地区米山奨学委員会）

　　　　今井会員（地区米山奨学委員会）

　　　　中村会員（次年度地区米山奨学委員会）

今後の被選理事会の予定

　　2月27日（月）　

　　3月27日（月）

　　4月17日（月）

　　5月29日（月）

　　いずれも、17：30～

　　ブリッジにて開催予定

以上　（記録者　中村 武）

第2回被選理事会議事録

バレンズウェラ イーストロータリークラブ

武枝 敏之 様（豊中RC）

国際ロータリー第2660地区

　1月31日㈫16時45分より、アサンプション国際

中学校・高等学校にて、同校のインターアクトク

ラブの第2回例会が開催されました。

　自己紹介、活動報告、クラブの今後の方向性に

ついて話し合いました。部員のうち2名が、昨年

12月17日に開催された地区大会に参加し、宮田

教授の講演を聴いたそうです。

　参加者は、部員5名、顧問、当クラブからは3名

（高原会長エレクト、國司次年度青少年奉仕委員

長、奥村IAC小委員会委員長）でした。

1月16日のビジター

第2回インターアクトクラブ例会報告

ガバナー補佐エレクト

　1月28日に開催された「地区ロータリー財団・

補助金管理セミナープログラム」にWEB参加しま

した。以下、当クラブが今後想定している事業と

の関係で、特に留意すべきと感じた事項をメモし

ました。

（地区補助金について）

・予算40万円以上、1年以内に完了する事業が原則。

・3月1日～4月30日が申請受付期間。財源が枯渇

　次第受付終了となるので、早めの申請を推奨。

・8月下旬から事業開始可能。事業完了後２ヶ月

　以内に報告書提出。

・ロータリアンが積極的に活動に関わること。

　行政や他団体への支援（物品の寄贈等）は不可

　で、受益者に対して直接実行すること。詳細は

　ハンドブックを熟読すること。90％の申請書に

　何らかの不備がある。

　ポリオ後遺症で、日本国内でも、多くの方が現

在も苦しんでおられる話も印象に残りました。全

体として大変有益でした。

次年度ロータリー財団小委員会委員長　中西博之

ロータリー財団補助金管理セミナー報告


