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伝統と革新 目指そう
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2018～2019 年度ＲＩ会長バリー ラシン
RI 第 2660 地区ガバナー山本 博史
■会長 井上 裕子 ■副会長 明石 巧
■副会長 豊田 修一 ■幹事 柴田 宜孟 ■副幹事 林 功
■親睦委員長 南 みどり
■広報･会報担当 永田 大介

会長挨拶

吉岡

崇

直前会長

先週例会終了後、本年度の最後の事業となりました暮部職業奉
仕の事業所訪問を行いました。豊田さんの経営する「NPO法人ア
ポロン」にお伺い致しました。
ベテランメンバーも多数お越しいただき、また活発な質疑応答が
あり、盛り上がっていました。特にビデオを使った「アルツハイ
マー型認知症」についての予防する内容は大変参考になりまし
た。ウォーキングしながら計算をすることや睡眠時間を十分とる
ことの重要性には私も実行していくつもりです。
施設の案内も豊田会員の奥様と一緒に丁寧に案内をして頂き、ご
迷惑をおかけいたしました。会員も明日は「わが事に成るか
も・・・」しれないということで、興味深く見学されていました。
6月28日（木）は RAC最終例会に参加しました。田嶋副会長・名
村幹事・南青少年委員長・明石会員・橋本会員もご参加頂きまし
た。また箕面RC木村会長と上島会員、豊中南RCからは中谷会員・
北会員も駆けつけて頂き、池田RAC12名（入会予定者を含み）・
地区からも1名・ゲスト3名の参加で大変盛り上がった最終例会で
した、特に新入会員が7名も入会し、大変驚きました。来期以降
の新会員の継続と活発な活動に期待します。

プログラム
開会・点鐘
ロータリーソング
シェイクハンド
ゲスト＆ビジター紹介
出席報告
会長挨拶
幹事報告
委員会報告
ニコニコＢＯＸ
本日の卓話

本日の卓話
「三役就任挨拶」
卓話者
：井上
：明石
：豊田
：柴田

裕子 会長
巧 副会長
修一副会長
宜孟 幹事

四つのテスト

１ 真実かどうか

✤幹事報告✤
名村
（地区より）
① 2018‐19 年度
会議のご案内

✤ニコニコ BOX✤

研二郎

（次年度職業奉仕（長）田嶋会員）
② ローターアクト第 1 回地区献血のご案内
（井上会長エレクト、柴田幹事エレクト）
③ 大阪北・大阪南ローターアクトクラブ創立
50 周年記念式典のご案内
（会員各位）
④ 青少年参加事業の募集について
（井上会長エレクト、柴田幹事エレクト）
➄ 豊中 RC 例会訪問のご案内
（柴田幹事エレクト）
⑥ 6 月度ロータリーレート通知のご案内
（吉岡会長、名村幹事）

✤出席報告✤
北林

プログラム担当
ニコニコ 担当

幹事

クラブ職業奉仕委員長

出席担当

２ みんなに公平か

寛崇会員

○ 会員数
32 名
○ 出席数
24 名
○ 出席率
77.41%％
○ 前々々回
83.87％(6 月 13 日)

メークアップ
加茂 守 （6/20 事業所見学）
柴田 宜孟（6/13 新旧合同理事会）
田中 孝史（6/20 事業所見学）

吉岡

福林
永田

愼二
大介

会員
会員

崇会員:最終の例会となりました。一年間
大変お世話になり、ありがとうご
ざいました。
井上 裕子会員:学会出席の為、例会や親睦旅行な
どを欠席して申し訳ありません
でした。少しだけお土産をお配り
しましたので、ご賞味ください。
吉岡会長、お疲れ様でした。しっ
かりバトンを引き継いでがんば
らせていただきます。
徳永 昭夫会員:皆出席をいただいて。
岸上 宏司会員:写真をいただいて。
奥村 昌也会員:一年間例会運営にご協力
ありがとうございました。
田嶋也寸志会員:いたらない副会長でしたが、無事
終了できました。御協力ありがと
うございました。
塩崎 一義会員:突然の退会、大変申し訳なく
思っております。お許しください。
暮部 光昭会員:吉岡会長、1 年間お疲れ様でした。
豊田会員には職業奉仕で大変お
世話になりました。御参加いただ
いた方々、本当にありがとうござ
いました。
永田 大介会員:吉岡会長始め、本年度の理事・
役員の皆様、1 年間お世話になり
ました。ありがとうございました。
塩崎会員の長年のご厚情に感謝
申し上げます。
写真をいただいて。
柴田 宜孟会員:吉岡会長、1 年間ありがとう
ございました。
加茂
守会員:吉岡会長、名村幹事、1 年間
御苦労さんでした。
名村研二郎会員:幹事として最後の例会となり
ました。至らぬ点、多々あり
ましたが、1 年間ありがとう
ございました。
写真をいただいて。

３ 好意と友情を深めるか

４ みんなのためになるかどうか

豊田
奥村

修一会員:写真をいただいて。
勝彦会員:写真をいただいて。
ありがとうございました。
青柳
茂会員:先日はありがとうござい
ました。来年度もがんばって
下さい。
南 みどり会員:吉岡会長年度、会長始め、
理事の皆様、1 年間誠に
ありがとうございます。
来年度もよろしくお願い
致します。
北林 寛崇会員:欠席のお詫び。

✤前回の卓話✤

三役退任挨拶

✤6 月皆出席✤
徳永

昭夫会員

入会年月日
S52.6.1

吉岡

崇

会長

本年度一年間歴史ある池田ロータリークラ
ブの会長に任命され、誠に光栄であると共に重
い責任を感じておりましたが、どうやら無事に
お勤めを果すことができました。
昨今の厳しい経済情勢、社会不安、またロ
ータリークラブも日本では大転換期を迎えて
おり、色々と変革・改善を行っていかなければ
ならなくなっております。
我々池田ロータリークラブも、世代の交代、
会員の減少、クラブ運営の資金不足等、問題が
山積しておりました。今こそ、「新生

池田 RC

創造元年」の時であろうと考え行動してまいり
ました。
大きな変革を一時期でやり遂げるのではな
く、3 年から 5 年の期間で「新生」を行ってい
く所存で、歴史あるロータリークラブの「プラ
イド」や「諸先輩諸兄が築いた歴史」を継承し

池田ＲＣのテーマ「伝統と革新 目指そう INSPIRATION 池田ＲＣ」
ながら、新しい新会員の意見に耳を傾け、広く
ご意見を頂きながら「新生

池田 RC 創造元年」

会員皆様のご指導とご鞭撻を頂き、無事勤め
を果たせたのではないかと思います、改めまし

のスタートの年度になるよう努力して行きた

て一年間皆様に大変お世話になりました、あり

いと考え、行動してきました。

がとうございました。

まずは事務局の山根さんに前事務局の冨田
さんからスムーズに引き継いで頂けるよう、名
村幹事・田島副会長にご尽力を頂いたことに感
謝いたします。
また、年度の初めにガバナー補佐の小島会員
の緊急入院に伴うドタバタには苦慮いたしま
したが、岸上会員・明石会員の適切なアドバイ
スを頂き、熊澤ガバナー補佐に 2 年連続にも関
わらず、無事にお受け頂くことが出来、何とか
クリアすることが出来ました。
自クラブの進行や、クラブ運営には

SAA の

奥村昌也会員の経験と実績を生かして裏方に
回っていただき、大変お世話になりました。親
睦委員会は鶴原委員長をはじめ、特に永田副委
員長の行動力で楽しく親睦をはかれたと思い
ます。
社会奉仕委員会の子供食堂への寄付は色々
なご意見がありましたが、青柳会員と悩みなが
ら無事終えることが出来ました。
6 月に入ってからの職業奉仕の暮部委員長の
企業訪問事業、 介護施設

アポロンへの有意

義な訪問とご案内を豊田会員にはお世話にな
りました。
その他の委員長方にも、その都度の命題に無
難に勤めていただいたことに感謝いたします。

田嶋

也寸志

副会長

副会長の主な仕事として、会長不在時の会長
の代理があげられます。副会長として、吉岡会
長不在時にいつでも代理が務まるように、常に
準備を怠らず例会や理事会に臨みましたが、吉
岡会長が皆出席を果たされたため、一度の代理
としての出番はありませんでした。私は、副会
長として、特に出番がないというか必要とされ
ていなかったように思います。ということで、
副会長として何かを成し遂げたことがないの
で、退任挨拶に代わり、副会長からみた吉岡会
長という題で話をさせていただきます。
本年度、吉岡会長のテーマは、「新生 池田
RC 創造元年」でしたが、これは、ここで池田Ｒ
Ｃを変えないと、将来取り返しのつかないこと
になるという危機感から生まれた言葉だと思
います。その危機感の大きな要因は、お金の問
題です。会員数の減少で収入減は明らかにもか
かわらず、事務局費や運営費は以前のままで、
毎年次期繰越金を減らしているという状態で
した。私自身もそうでしたが、最近 5 年くらい
の会長経験者で予算作成を経験された方は、こ
の危機感は感じていたと思います。ですが、実
際会長になってみると、自分の年度を無事に過
ごしたいという気持ちを優先してしまい、なか

のフォローを十分にして頂き大変感謝いたし

なか手を付けられないという状態でした。
吉岡会長から就任前に、「事務局費と運営費
の問題は、どんなことがあっても自分の年度で
解決する」と告げられたときに、副会長として

ます。

どんなことがあっても吉岡会長を支えようと

特に幹事の名村さんには大変ご苦労をして頂
きました、書類作成やなれない事務局山根さん

池田ＲＣのテーマ「伝統と革新 目指そう INSPIRATION 池田ＲＣ」
決心しましたが、吉岡会長が大胆に、しかも上

○地域での池田ＲＣの存在を示す…事業を

手にこの問題を解決されたので、あまり私の出
番もなかったように思います。
改めて吉岡会長の偉大さを実感したという
私の感想を述べさせていただきまして、私の副
会長退任挨拶とさせていただきます。皆さん、

通して発信するということは、なかなか難しか
ったですが、こども食堂支援事業を通して少し
貢献できたかなと思っています。

ご協力ありがとうございました。

いただきました。そのことで、自分自身がロー
タリーへの理解を少し深めることができたこ
とは貴重な財産となりました。色々とご指導や
ご協力をいただいた会員の皆様に御礼申し上

名村

研二郎 幹事

１年前に歴史と伝統ある池田ロータリーク
ラブの幹事を仰せつかり、その重責に身の引き
締まる思いを持ったことが今でも昨日のこと
のように思い出されます。
吉岡会長の掲げられた「新生 池田ＲＣ創造
元年」というテーマのもと、まずは会長のその
思いを大切にしたいと思ってやってきました
が、なかなか至らずどこまで会長の思いに応え
ることが出来たかは定かでありません。そんな
中、自分なりに心がけてきたこと、変えようと
したこともありました。
○夜間例会…普段お昼間に出席しにくい会
員の方にも出席いただき、出席率向上に繋がる
と考えましたが、そう上手くいかず、かえって
昼間に出席出来ていた方が欠席になるという
こともありました。
○会員の拡大…橋本会員というあらたな仲
間を得ましたが、結果、会員増にはつながらず、
また同世代への入会を勧める難しさは解消さ
れませんでした。
○運営面の確立・効率化…事務局体制の変更
という大きな命題をうけ、決して円滑な引継ぎ
ができたわけではありませんでしたが、新事務
局員の山根さんのご努力もあり、事務局として
の業務の再構築、効率化は実現できました。

この１年間、幹事として様々な経験をさせて

げます。またどんな時でも寛容な大きな心で
受け止めていただいた吉岡会長に心より感謝
を申し上げます。ありがとうございました。

池田ＲＣのテーマ「伝統と革新 目指そう INSPIRATION 池田ＲＣ」

7 月スケジュール
4

11

水

水

ポリオプラス基金

3103 回例会
三役就任挨拶（理事会）

6月20日時点残高

3104 回例会

6月27日分

クラブアッセンブリー①

残高
ポリオプラス基金へ寄付

18

水

休会（祝日週）

25

水

3105 回例会

42,638 円
773 円
43,411 円
▲43,411円

納涼例会（夜間移動例会）

義捐金ＢＯＸ
6月20日時点残高
6月27日分
残高

175,149 円
1,110 円
176,259 円

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

奉仕の理想
奉仕の理想に集いし友よ
御国に捧げん我等の業
望むは世界の久遠の平和
めぐる歯車いて輝きて
永久に栄えよ
我等のロータリー
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

ニコニコ箱の累計
6 月 27 日現在 1,305,930 円

7 月 11 日（水）例会

「クラブアッセンブリー」
各委員会の本年度の
活動方針発表

