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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 ％
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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 27 日　第 1642 回例会　No.1642

《IMAGINE》未来を《IMAGINE》未来を

3月6日(月)

卓話者：中西博之会員

クラブォーラム③
★卓話「最近の法律事務の話題
　　　　　　（相続登記義務化など）」

2月27日(月)

「クイズでわかる！ドルコスト平均法
　〜価格変動と向き合う〜」

3月13日(月)

2月13日のニコニコ報告

本日の合計　37,000円　累計　760,000円

①本日17時30分より第8回理事会が開催されました。

②地区より2022-23年度第3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・委員宛）

③第2580地区よりロータリー全国囲碁大会案内状

　が届いております。

　（クラブ会長、幹事、国際奉仕委員長宛）

④2月のロータリーレートは130円です。

　日時：2023年3月18日㈯12：40～16：30

　場所：ザ・リッツ・カールトン大阪4階ボールルーム

　ホストクラブ：大阪梅田RC

　テーマ「老い」～在宅医療について考える～

出欠をすでにお聞きしましたが、変更があれば事

務局までお申し出ください。なお、ご家族のご参

加も受け付けております。

★ガバナー補佐訪問

大阪梅田R
副会長　　細川様
IM実行委員　山南様 …

加藤　光祥　会長 …

國司　真相　幹事 …

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 …

池田　吉清　会員 …

松室　利幸　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 …

飯原　多香　会員 …

2023年3月18日㈯IM第1組ロータ
リーデーとフレッシュロータリア
ン研修会へのご参加よろしくお願
いいたします。

大阪梅田RC細川様、山南様ようこそ

前回欠席おわびいたします。

細川様、山南様ようこそ我がクラ
ブにお越しいただきました。

呉服小学校吹奏楽部へABCラジオ
の取材があり、娘たちの演奏がラ
ジオで流れました♪

61才になりました。毎年寒さが身
体にこたえるようになりました。

また、寒くなりましたが体調に気
をつけて下さい。

長嶋先生の卓話、楽しみです。

65才になりました。100才まで生
きる事を目標に毎日楽しく過ごし
ていきます。

3/26㈰、ジュニパラスポーツ祭を
一緒に盛り上げて下さい。宜しく
お願いします。

卓話当番です。

鳴尾GCがゴルフダイジェスト世界
100選の35位になりました。

欠席おわび

ノーバッジ、ノーネクタイ、早退
おわび

今日の卓話を楽しみに参りました!

おつかれさまです!!

昨日は晴天で気持ち良かったで
す。寒くなったり、暖かくなった
り・・気候についていくのに必死
です。

春が近づいてきていて、梅や桜の
開花が楽しみです。

2月13日の幹事報告

　2月27日は　”冬の恋人の日”です。

　この日は2月14日バレンタインデーと3月14日ホ

ワイトデーの中間の日、寒さが厳しい冬でも愛情

を育んでくれる２月27日で二人の強い結びつきを

表します。

　私も、一時は結構たくさんのチョコレートを頂

いたことがありますが、その多くは義理チョコや、

チョコレートをいただく何十倍も元手のかかった

新地のお姉さまからで、愛も恋も感じることもな

くても、モテたつもり喜んでいました。ただ浮か

れたバレンタインデーでした。今は、妻からと孫

の手作りの温かいうれしいチョコです。平和構築

と紛争予防月間の２月、義理であろうと、浮かれ

ていようと砲弾が飛び交う世界より、チョコレー

トが行きかう世界が素晴らしいことは間違いあり

ません。

　本日はクラブフォーラムです。

本年度、掲げた3件の奉仕事業①いながわ100人ゴ

ミひろいDAYも成功裏に実行され、映像媒体の完

成を待つ現状です。これを機に環境への啓蒙や

ロータリークラブへの広報にも資するものと思わ

れます。

　②リユースランドセルの寄贈も無事にベトナム

の子供たちのもとに届けられ、子供たちの写真も

送られてきました。ご尽力、本当にありがとうご

ざいます。

　そして、残された③の奉仕事業、本日は国際奉

仕・青少年奉仕の共同事業である、パラテニスを

テーマとした、クラブフォーラムです。パラスポー

ツの素晴らしさを日本中に広め、パラリンピック

2度金メダル獲得した世界の国枝選手が現役引退

され、国民栄誉賞を受賞される運びとなっていま

卓話者：沢田武司会員担当：青少年奉仕委員会・国際奉仕委員会

会長の時間　続き

す。ヒーローが引退されパラスポーツそして障害

者への関心が薄れないよう願うところです。

　我々のパラテニスへの想いが、恋人たちがチョ

コレートに託す想いと同じ様に、参加される子供

たちに伝わるように成功に向けてクラブフォーラ

ムが全員の意識と役割分担の確認の場としてよろ

しくお願いいたします。

2月のお誕生日お祝い   2023-24国際ロータリー会長テーマ第2660地区　

　 運営・活動方針、地区組織・行事について発表

　 後、委員会別協議など開催

　2023-24年度RI会長　R.Gordon R.Mcinally（ゴード

　ン R マッキナリー）…スコットランド、歯科医師

　RI会長テーマ：CREATE HOPE in the WORLD 

　「世界に希望を生み出そう！」

　後半では、委員会ごとに分かれ、次年度から新た

に出向される方を含めた自己紹介と、委員会の方向

性や活動方針を協議し共有しました。

地区国際・社会奉仕委員会　社会奉仕小委員会　委員長　庄田佳保里

 

卓話者：大阪車いすテニス協会広報部長 松本賢次様

IM第1組 ROTARY DAY

　2023年2月18日(土)大阪国際会議場にて、地区

チーム研修セミナーが開催されました。

次年度のRIテーマが発表されました。

CREATE HOPE in the WORLD

世界に希望を生みだそう！

また、年次目標、地区ビジョンが発表されました。

１.より大きなインパクトをもたらす

２.参加者の基盤を広げる

３.参加者の積極的なかかわりを促す

４.適応力を高める

　委員会別協議の方では、地区インターアクト委

員会の新しい方々と顔合わせ、年間行事予定のお

話しをしてきました。大きなプランとしては、研

修旅行です。本来なら海外研修なのですが、日本

の福島県に８月１日〜８月３日行くことが決定し

ています。

　地区でのお話を随時自クラブに持ち帰り盛り上

げていきたいなと思います。引き続きご協力よろ

しくお願い致します。

地区インターアクト委員会　委員　奥村　雅一　

2023-24年度のための地区チーム研修セミナー報告
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2月13日の卓話

　よく考えてみると、この池田くれはRCでは、戦

中戦後を経験したのは、僕一人になっています。

　その事は僕も考えていませんでしたが、この事

を直ぐに感じてこの戦中戦後の話をして下さいと

言われました。

　庄田会員とはゴルフコンペの後、（中村会員た

ちともに）ゴルフ談義をするのですが、その時た

またま戦後の池田の話をしました。その時の事を

庄田さんに感じていただいてこの様な話になりま

した。これから僕の話のビデオを庄田さんにまと

めていただきましたので、ご覧になって下さい。

　僕はロータリー歴40年を迎えるに当たって今ま

でチャーターメンバーとして、経験をした楽しい

話をしたいと思います。

　池田くれはロータリークラブのチャーターナイ

トを迎えるにあたっていよいよロータリアンにな

るのだろうと何ともいえない感動を味わったこと

を覚えています。それもこれも米国に勉強に行っ

たとき、有名な先生方がロータリアンであったと

いう事と、白壁整形の院長に進められて池田ロー

タリークラブに入会希望した時、ロータリークラ

ブ（当時は）は、一業種一人だという事で断られ

たのですが新たに池田くれはロータリークラブが

出来るので、そこに入会しなさいという事で、

やっと入会しました。その様な事で当時は何か

ロータリークラブに対するプライドみたいなもの

があった様に思います。

　入会をしてから何をして良いのかわからなかっ

たのですが、池田ロータリークラブから応援のメ

ンバーが入会されましたのでその人たちに教えて

いただきました。確か8人ほどだったと思いまし

長嶋　貞孝　会員

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】

　　　　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1名・欠席1名】

　　　　今井　卓哉、中西　博之（欠席）

(全て敬称略）

審議事項
第１号議案　新年移動例会 会計報告の件　　　

　　　　（クラブ奉仕委員会 奥山委員長）

令和5年1月6日（金）不死王閣にて開催された新

年移動例会の会計報告があった。

　　　承認

第２号議案　家族移動例会の件

　　　　　　（クラブ奉仕委員会 奥山委員長）

2022年9月10日（土）開催予定であった家族移動

例会が延期となっていたため、それに代わる家族

移動例会を令和5年4月9日（日）に開催する事と

なった。内容は、創立30周年記念事業で桜を植樹

した猪名川沿いにて花見後、昼食会（場所未定）

を開催する。

　　　承認

第３号議案　トルコ南部大地震義援金の件

　　　　　　　　　　　　　　　　（國司幹事）

地区から要請のあった、トルコ南部大地震義援金

について協議をし、当クラブからは、31名×＠1,000

円＝合計31,000円を義援金として送金する事とする。

　　　承認

第４号議案　次年度各委員会・小委員会　委員長

　　　　　　について　　（高原会長エレクト）

次年度各委員会・小委員会　委員長について別紙

の通りとする。

　　　承認

第５号議案　次年度クラブ協議会について

　　　　　　　　　　　（高原会長エレクト）

次年度クラブ協議会は、ガバナー補佐訪問日の例

会前ではなく、例会時間内に行う事とする。

　　　承認

第６号議案　創立40周年記念誌編集委員会について

　　　　　　　　　　　　（高原会長エレクト）

（理事会議事録　続き）

　

創立40周年記念実行委員会内で、記念誌編集委員

会を発足する。

　　　承認

その他　リユースランドセルについて

　　　　　　　　　　　　　　　　（國司幹事）

池田市教育委員会の後援を得た。ランドセルの寄

贈もいただいており、老松RCへ送る予定である。

協議事項
・池田ジュニアパラスポーツ祭のチラシを市役所

　へ持参して、各小学校へ配付してもらう。2月

　20日から池田くれはRCホームページ上から、申

　し込みを受け付ける事になっている。

　　　　　　　　　　（坂田青少年奉仕委員長）

・3月13日（月）ガバナー補佐訪問があるので、

　それに合わせて17:00よりクラブ協議会を開催

　する。（國司幹事）

次回理事会：2023年3月6日（月）17:30 ～

　　　　　　ブリッジにて開催予定

以上　（記録者　今井卓哉）

第8回理事会議事録

武枝 敏之 様（豊中RC）

国際ロータリー第2660地区

た。そのメンバーの方は今は一人もおられません。

親睦委員長になって何をしたら良いのかわからず

新年会、花見例会等に予算がないのでかくし芸を

楽しみました。なかなか芸達者の方が多くて驚き

ました。そのうち歌唱委員会、会長、ガバナー補

佐、地区大会実行委員長等、様々な経験をさせて

いただきました。僕のモットーは全て「明るく楽

しく」でしたので、何時も楽しくさせていただき

ました。還暦の歳に、15周年のクラブ会長に就任

いたしました。赤いチャンチャンコと赤い帽子を

着て挨拶をしました。

　その当時2660地区のカラオケ大会がありまし

た。南のセイリュウホテルで、2年連続優勝をし

まして、2年目の時の会長が今は亡き石田会長で、

幹事が新田さんでした。その時新旧会長が審査委

員の前につかつかと行って「何時でも使ってくだ

さい」と言ったそうです。それでかどうかはわか

りませんが、リーガロイヤルホテル「光琳の間」

でちょうど米国からRI会長が来られていて、その

前でフルバンドで歌わされました。

　まだまだ種々の事がありますが私自身「ロータ

リー」って何かわかりません。でもわかる様に人

一倍努力はしたつもりです。

　そのため入会して20年皆勤は僕一人でした。今

わかっている事は職業奉仕だと思います。正義感

を持って一生懸命働いて世のため人のためになる

サービスをする、そして寄付をする。それもロー

タリーを話すには足りません。わからないから追

求したいのです。

1月16日のビジター

ガバナー補佐エレクト

「僕の人生」
～戦中、戦後の池田～
～ロータリー歴、40年を迎えて～

　2月16日ザ・リッツカールトン大阪にて、大阪

大淀RC50周年の記念式典と祝宴が開かれました。

沢山の来賓の方々、また姉妹クラブであるシンガ

ポールと台湾のRCも参加されました。

　祝宴ではカンボジアで音楽教育の活動をされて

いるWorldMusicProjectによりますミニコンサー

トもありました。

　当クラブからは会長・幹事で出席いたしました。

総勢186名の参加で、盛況でありました。

幹事　國司　真相

大阪大淀RC創立50周年記念式典

2月13日のビジター

大阪梅田RC

副会長　  　細川 恵吾　様

IM実行委員　 山南 秀樹　様

米山奨学生　　 蔡　真彦　様


