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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　3月 13 日　第 1644 回例会　No.1644

《IMAGINE》未来を《IMAGINE》未来を

3月26日(日)

卓話者：中西博之会員

例会休会
★卓話「最近の法律事務の話題
　　　　　　（相続登記義務化など）」

3月20日(月)

池田くれはジュニアパラスポーツ祭

3月13日(月)

3月6日のニコニコ報告

本日の合計　35,000円　累計　806,000円

★ガバナー補佐訪問

加藤　光祥　会長 …

國司　真相　幹事 …

北川　智司　会員 …

青井　秀浩　会員 …

新田　耕平　会員 …

池田　吉清　会員 …

松室　利幸　会員 …

吉井　順子　会員 …

中西　博之　会員 …

奥村　雅一　会員 …

石田　貴子　会員 …

沢田　武司　会員 …

飯原　多香　会員 …

春が来た
　　花粉も来た
　　　　　目がカユイ

本日お通夜です。欠席おわびしま
す。初めてセレモニーいけださん
にお邪魔します。

8月におじいさんになる予定です。

本日、娘が小学校の遠足でＷＢＣ
の強化試合を観に、京セラドーム
へ行きました。

12月は家内の誕生日でした。

春になりましたね。

来月の移動例会楽しみにしており
ます。お天気になることを祈って
おります。

本日ほほえみの河津桜、あたたか
さにつられて、ちらほら咲きにな
りました。ピンク色が濃くてとっ
ても可愛いですよ!

2月誕生日、3月結婚記念日です。
ありがとうございます。

おたんじょうび月です。

今日は暖かかったです。
花粉が多いです。

本日卓話です。よろしくお願いい
たします。

昨日は暖かかったので、五月山動
物園、秀望台、池田城跡公園に
行ってきました。梅がきれいに咲
いていました。

　本日は2回目のガバナー補佐訪問です、昨年10

月ご訪問頂いたときに、説明致しました今年度の

方針や事業計画に対する進捗や結果報告をクラブ

協議会でさせていただきます。

　来週3月26日は、本年度3件目の障害者にとの共

生ついて考える奉仕事業パラテニス実行日です。

法的には一定の障害を持つと認められた人には、

障害者手帳が発行されています。

　身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福

祉手帳の3種類あります。我々は一般に障害者を

身体に何らかの障害を持った人々、例えば手足、

視覚、聴覚などに意識が行きがちですが、身体障

害者手帳には心臓・肝臓・腎臓・胃腸など多くの

内蔵疾患も含まれ約498万人います。療育手帳に

は知的障害のある人々に発行されて約118万人い

ます。精神疾患に罹患されている人々に精神障害

者手帳が発行され約118万人います。

　白書によれば障害者手帳を持っていなくても、

「生活のしづらさ」調査、「社会福祉施設等調査」、

「患者調査」等による推計で、生活するうえで

担当：青少年奉仕・国際奉仕委員会

会長の時間　続き

困った状況に置かれている人々が約965万人いる

と報告されており、人口の8%弱を占めています。

　超超高齢化社会で支援が必要な高齢者も増えま

す。我々の身の回りに障害を持った方々がいるこ

と、支援が必要な人々が沢山いること、健常者と

同じく生活していることを改めてこの機会にパラ

テニスに参加される子供たちと共に認識を深める

必要があります。

　我々に何ができるかこの機会に考え、そして同

時に普通に動ける幸せをこの機会に感じましょう。

そして、事業成功に向けて力を合わせてやり遂げ

ましょう。

　3月7日（火）16時から久安寺にて、台湾の子供た

ちに送るためのランドセルの箱詰め作業を行いまし

た。当初、國司幹事、奥村会員、中村の３人で作業

をする予定だったのですが、青井会員ご夫妻と國司

幹事の奥様にもお手伝いいただき、思っていたより

早く終了しました。

　お手伝いをいただいた皆様にはこの場をお借りし

て厚く感謝を申し上げます。本当に有難うございま

した。そしてこのランドセル達は台湾の子供たちに

使っていただいて子供達の成長に何らかの形で寄与

出来たらと思っています。

　今回は120個のランドセルを送りました。また、

今月末に國司幹事と奥村会員と中村とで各小学校を

回ってランドセルを回収してきます。

　そして5月には台湾へお邪魔してランドセルがど

のように届いて使われてるのかを確認したいと思っ

ています。（予定）引続きご理解、ご支援のほど宜

しくお願い致します。

報告記事　中村　武

リユースランドセル

３月のお誕生日

広報部長　松本 賢次　様
2月27日のビジター

3月26日(日)池田くれはジュニアパラスポーツ祭について

集合時間：実行委員会メンバー　10：00

　　　　　上記以外　　　　　　11：00

場　　所：池田小学校体育館

服　　装：池田くれはRCの白ジャンパー、

　　　　　体育館シューズ

　10：00～　　設営

　11：30～　　昼食

　13：00～　　受付スタート

　13：30～　　開会式

　13：50～　　ウォーミングアップ・車いす体験・ラリー

　15：50～　　閉会式

　16：00　　　終了予定

　

３月.4月の主な行事予定
3月
　  18日㈯ 12：40～ IM第1組ロータリーデー
　    　　      場所：ﾘｯﾂｶｰﾙﾄﾝ大阪　
　
　　26日㈰　 　 池田くれはｼﾞｭﾆｱﾊﾟﾗｽﾎﾟｰﾂ祭
　　　　　　 　（1ページ目に掲載の通り）

　　27日㈪　　  通常例会

4月
 　　3日㈪      通常例会
 
 　　8日㈯ 12：30～ 地区研修協議会
　              場所：大阪国際会議場　

 　　9日㈰ 11：00～ 花見家族移動例会
　　　　        場所：猪名川河川敷、田まい

　　17日㈪      通常例会　　 
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3月6日の卓話

　価格が変動する金融商品を常に一定の金額で定

期的に買い続ける手法を「ドルコスト平均法」と

いいます。

　投資の成果＝口数×価格で表されます。

購入金額を一定に保つことで価格が高いときは少

ししか買うことができません（購入量が減少）。

一方で、価格が安いときはたくさん買うことがで

きます（購入量が増加）。

ドルコスト平均法のポイント
・投資するタイミングを分散できるので、価格上

  昇・下落、どちらの局面でもスタートできる。

・購入単価を平準化できるので、高値づかみを回

  避できる。

・日々の価格変動に一喜一憂しないで投資を続け

　られる。

　ただし、ドルコスト平均法は価格が上下に変動

する場合には有効ですが、たとえば相場が一方方

向に動き続ける場合には有効ではありません。

・価格が上昇し続けた場合は一括投資の方が有利

・最終的な価格によってはマイナスになることも

　ある

　だから、世界の株式など「中長期的に成長が期

待できる資産に積み立てること」と「分散してリ

スクを減らすこと」が重要になります。

「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月は、水と衛生月間です。

　ロータリーはこんな活動をしています

会員の世界的ネットワークを通じて、世界各地の

人びとと協力して教員研修やカリキュラム作成を

行うだけでなく、家庭と学校の水・衛生設備の改

善を通じて、子ども（特に女子）への教育を改善

しています。

以下抜粋

●フィリピンでのトイレの設置

　フィリピンでは、ロータリークラブとパート　

　ナー団体が、222のトイレ、6つの雨水集水機、

　7つの公衆手洗い場、20のバイオ・サンド・　

　フィルターを設置しました。このプロジェクト

　によって、1,000人以上の人たちがトイレ施設

　を利用できるようになったほか、約600人に安

　全な水を常時届けられるようになりました。

●地域社会のために

　インドのマダンでは、ロータリークラブが地元

　の団体と協力し、4,000人の人たちが利用でき

　る雨水貯水タンクと配水センターを設置しまし

　た。また、地元の女性や35校の学生に研修も提

　供しました。

https://www.rotary.org/ja/our-causes/providing-
clean-water

卓話者：沢田 武司 会員

3月6日の幹事報告

①本日17時30分より第9回理事会が開催されました。

②地区より2023学年度米山奨学生オリエンテー　

　ション(新規・継続)のご案内が届いておりま　

　す。（米山奨学生カウンセラー宛）

③第2620地区よりRI会長杯ワールドゴルフ大会の

　お知らせが届いております。

（各RCゴルフ同好会宛）

④3月のロータリーレートは136円です。

⑤次回3月13日の例会はガバナー補佐訪問となり

　ます。例会前17時よりこちらブリッジにてクラ

　ブ協議会が行われますので、役員・理事また小

　委員会委員長はご出席していただけますようよ

　ろしくお願いいたします。

リユースランドセル

日　時　2023年3月6日（月）17時30分～18時05分

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2名・欠席0名】

　今井卓哉　中西博之

(敬称略)

審議事項

　第１号議案　家族移動例会の件

　令和5年4月9日（日）家族移動例会を開催。　

　11:00～創立30周年記念事業で桜を植樹した猪

　名川沿いにて花見をし、集合写真撮影後、　　

　12:00～「田まい」にて昼食会を開催。予算は、

　一人4,000円。事務局員と米山奨学生はクラブ

　負担。

　

　承認

　その他　例会時のマスク着用について

　厚生労働省より、「令和5年3月13日以降のマス

　ク着用の考え方については、個人の主体的な選

　択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることに

　なります。本人の意思に反してマスクの着脱を

　強いることがないよう、個人の主体的な判断が

　尊重されるよう、ご配慮をお願いします。」と

　の通達があるが、当クラブとしては安全のため、

　3月中はマスク着用とし、4月については次回理

　事会にて再検討をする。

　承認

協議事項

・ガバナー会より【RI会長杯ロータリーワールド

　ゴルフ大会】(2023年5月5日～16日開催)につい

　ての案内が届いているので、同好会で検討をす

　る事になった。

報告事項

・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

　する事になった。

・3月13日（月）に、加藤会長、奥山副会長、國

　司幹事、中村会員が、入会希望者と面接を行う。

　

（理事会議事録　続き）

入会希望者は、池田市宇保町在住の50代男性で　

元ロータリアン。4月の理事会にて審議をする　

予定。

・リユースランドセル120個を、老松RCに送った

　後、5月頃に訪台し親睦を図る予定。

・卓話等で使用するレーザーポインターを購入した。

・いけだ市民文化振興財団会費の20,000円を納入

　した。

・池田くれはジュニアパラスポーツ祭の参加申込

　が、本日現在3名なので、色々な方面へ声掛け

　をして参加者を募るようにする。中学生や地域

　の子供会など。

次回理事会：2023年4月3日（月）17:30 ～　ブ

リッジにて開催予定

以上　（記録者　今井卓哉）

　　　　　　　　

第9回理事会議事録

３月のお誕生日お祝い

米山奨学生　蔡　真彦　様

3月6日のビジター

MYROTARYより


