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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

井上

裕子

会長

伝統ある池田ロータリークラブの 2018 年から 2019 年の会長に就任させ
ていただき、たいへん誇りに思いますとともに、責任の重さをひしひしと
感じております。1 年間、よろしくお願いいたします。
本年度の池田 RC のテーマは、”伝統と革新 目指そう Inspired 池田
RC ”とさせていただきました。
国際ロータリーのテーマが“BE THE INSPIRATION”、 地区のテーマ
はそれを訳して”インスピレーションになろう“です。“Inspiration”と
いうと“霊感”をイメージしてしまいがちなので少し調べてみますと、鼓
舞する人、創造性、素晴らしい思いつきといった意味がありました。例文
として、“She is the inspiration of my life”があげられ、”彼女は私の人
生の励みです”と訳されていました。励みや誇りというようなニュアンスも
あるように思います。ちなみに、6 年連続 ”5 star airline”を獲得したとい
う ANA は“Inspiration of Japan”という言葉を掲げていました。なんと
なくイメージがつかめてきたようなきがしませんか？そして、“Inspired
〇〇”とすると、実に見事な○○とか、誇るべき○○という意味にな
り、”Inspired resort hotel”などという表現をよくみかけますので、”目指
そう Inspired 池田 RC ”とさせていただきました。
“伝統と革新”につきましては、池田 RC は今年 65 周年を迎えます。
伝統というものは、今からいくら努力しても、いくらお金を積んでも得る
ことはできない年月の重みという誇るべきものです。しかし一方で、変化
に対応できるものだけが生き残れるというダーウィンの法則も考えていか
なければなりません。前年度の吉岡会長が掲げられた創造元年の姿勢を受
け継ぎ、伝統を大切にしながら、新時代にも対応できる池田 RC になれた
らいいなと思っております。
私は、1999 年 12 月に入会させていただき、ロータリー歴 18 年半にな
りました。矯正歯科専門開業医という自分自身が診療所に出て初めて仕事
が成り立つという仕事柄、“会長の任務は務まらない“とずっとお断りを
させていただいてきましたが、今は、私のような者を会長に推薦してくだ
さったということは、本当にありがたく、少しでもお役にたてればと思っ
ております。長年のわがままを許してくださり、ありがとうございました。
古き良き池田 RC を、ロータリアンの鏡のようだった第一号女性会員の森
さんを、よく存じ上げているのに何年たっても鏡にはなれないという自分
の二面性を生かして、“ご長老”と“若手”の、そして“鏡さん”と“鏡
になれないさん”の橋渡しをさせていただくことにより、これまで以上に、
仲良く有意義な活動ができるよう少しでも貢献できればいいなと思ってお
ります。
夢ばかり大きくて、実際は頼りない井上丸が沈没しないように、皆さま
のサポートをどうかよろしくお願いいたします。

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
「クラブ
アッセンブリー」
卓話者
：各委員会委員長

四つのテスト

１ 真実かどうか

✤お客様紹介✤

✤幹事報告✤
柴田

２ みんなに公平か

宜孟

SAA

幹事

（地区より）
① 当地区 IM 第 3 組 四条畷ロータリー
クラブの解散について

岸上

宏司

会員

田中 隆弥 様
（池田くれはロータリークラブ会長）

（吉岡前会長、名村前幹事）
② 18‐19 年度 前期地区運営資金・
地区活動資金・地区大会資金 振込み
のお願い
（井上会長、柴田幹事）
③ 『ロータリーの友』誌 2018 年 7 月号
推奨記事のご紹介
（広報担当 永田会員）
（池田市献血推進協議会より）
④ 平成 30 年度 池田市献血推進協議会
定期総会の開催について
（井上会長）
（池田市地区募金会より）
⑤ 池田市地区募金会役員の選出に
ついて（ご依頼）
（井上会長）

✤出席報告✤
出席担当

橋本

✤ニコニコ BOX✤
プログラム担当
ニコニコ 担当
井上

田中
昌也会員

明石

○ 会員数
31 名
○ 出席数
26 名
○ 出席率
89.66％
○ 前々々回
83.87％(6 月 20 日)

北野

メークアップ
青柳
茂（6/13 理事会）
井上 裕子（6/13 理事会）
岸上 宏司（6/20 事業所見学）
近藤 秀一（6/8 心斎橋 RC）
山口 正之（6/13 理事会）

吉岡

岸上

北林
永田

寛崇
大介

会員
会員

裕子会長:ついに会長をさせていただくこ
とになりました。頼りない会長で
すが、がんばりますので、どうか
ご協力よろしくお願い致します。
隆弥様:2018‐19 年度池田 RC 初例会、
井上会長おめでとうございます。
巧副会長:副会長として 1 年間お世話にな
ります。
よろしくお願い致します。
紀之会員:井上新会長 1 年間頑張って
ください。応援します。
宏司会員:会場レイアウト変えました。井上
会長のご意向を受けて、様々な試
みをしてまいりますので、ご協力
をお願い申し上げます。
崇会員:井上会長、1 年間よろしくお願い
します。会長章を頂いて。

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

田嶋也寸志会員:吉岡会長御苦労様でした。
＊配偶者誕生日*
井上会長、がんばってください。
副会長バッジありがとうござい
豊田 鈴与
ました。
暮部 千恵子
鶴原 英生会員:欠席の為、ご迷惑をおかけ
しました。
競馬の配当の一部。
近藤 秀一会員:1 年間よろしくお願い致します。
暮部 光昭会員:井上新会長、1 年間ファイト！
田中 孝史会員:井上会長、ともにがんばり
ましょう。
柴田 宜孟会員:今年度、井上会長のもと、
幹事として、精一杯頑張ります
ので、1 年間よろしくお願い
致します。
＊結婚記念日*
加茂
守会員:井上裕子会長、明石巧副会長、
豊田修一副会長、柴田宜孟幹事、
柴田 宜孟
新三役就任おめでとうござい
ます。
名村研二郎会員:幹事を終え、バッジまで頂き
ありがとうございました。
豊田 修一会員:7 月より井上会長年度が始まり
ました。
南 みどり会員:本人誕生日をいただいて。
親睦 委員会
：1 年間頑張りますので、
よろしくお願い致します。

✤7 月お祝い✤
＊本人誕生日*
南 みどり
近藤 秀一

7.22
S40.7.6

7.2
7.23

H13.7.29

池田ＲＣのテーマ「伝統と革新 目指そう INSPIRED 池田 RC
思います。そう言う私もお休みさせていただく日があ

✤前回の卓話✤

ります。申し訳ありませんが、その日は豊田副会長にお
願いしますので、どうかよろしくお願いいたします。
例会が楽しくないと△を×にしたくなります。例会を

三役就任挨拶

より楽しくということで、くじ引きを実施させていただ
くことにしました。過去にうまくいかなかったことがあ
るというお話しも伺いましたが、池田 RC は例会に集う
人材こそが宝物だと感じています。老若男女いろんな人
たちの交流をもっと深めてほしい、特に入会して日の浅
い会員の方に池田 RC の良さを感じとってほしいと思い
ます。またソングリーダーも復活させました。当クラブ
には南会員という素晴らしい歌媛がおられますし、目を
閉じて聞くと耳がハートマークになってしまう吉岡会員
に副リーダーをお願いしました。新しい例会のプログラ
ムは、岸上 SAA が私の希望を入れて考えてくださいまし

井上

裕子

会長

た。
主な活動として 65 周年事業があります。会長年度の

先ほどの挨拶でもお伝えしましたように、テーマを“伝

時には国際奉仕事業を何かしたいと考えておりましたが、

統と革新 目指そう INSPIRED 池田 RC”とさせていた

ベトナムの元米山のビン君といっしょにという声が高ま

だきました。

り、連絡をとり始めていたところ、田嶋 65 周年委員長

伝統と革新につきましては、18 年前入会した時の例会

が事業として、大々的に取り上げて下さることになりま

のイメージを少し復活させてみたいと思っています。吉

した。池田 RC の認知度を高めつつ、より多くの会員が

岡年度に引き続き、休日週は例会をお休みにさせていた

楽しく参加できる企画になるよう、暮部国際奉仕委員長

だきますが、夜間例会は 4 回から２回に減らしました。

や名村会員と頑張ってくださっています。また、4 月 24

現役世代の若手やこれから入会いただく人たちにとって、

日（水）がちょうどお誕生日なので、65 周年お誕生日記

少し楽な方向への舵取りを継続していく代わりに、出席

念例会も企画していただいています。

率へのこだわりを復活させたいと思います。出席できな

また、社会奉仕事業としましては、恒例の支援活動に

いときは欠席するのは仕方がないことなのですが、「△

加えて、今年度は私が長年関わってきました池田市禁煙

のときに、ひと踏ん張りして参加する。欠席した際には、

推進ネットワークへの支援をお願いしました。今後田中

必ずメーキャップする」という古き良き RC の意識みた

委員長といっしょに具体的関わり方を検討していく予定

いなものを大切にしたいと思いました。当クラブには、

です。さらに、青少年奉仕委員長には鶴原会員に、その

欠席せざるをえない方が２，３人おられますので、どう

サポート役として RAC 担当には北林会員にお願いしま

しても出席率 100％は無理になります。そこで、今年度

した。今年は 9 月 9 日に統一ロータアクトの日を主催す

は、その方々には許可をいただいて、“非公式イノウエ

るとのことですので、他の皆さまも応援をお願いいたし

出席率”というものを考えました。ホームクラブ出席率

ます。職業奉仕委員長の田嶋会員は、スペシャルな企画

88％以上
（3 人まで）
、メーキャップ後の修正出席率 100％

を検討くださっているようです。

を目標にさせていただきたいと思います。メーキャップ

先日、地区への報告事項を記入時に改めて認識したの

先には、RAC 例会への参加を是非ご検討いただきたいと

ですが、会員や近しい人達は皆、池田 RC の良さをよく

池田ＲＣのテーマ「伝統と革新 目指そう INSPIRED 池田 RC
わかっているのですが、一般の方にはあまり認知され
ておらず、新しい若い会員の獲得が難しいのではないか
と思いました。広報も工夫し、池田 RC にふさわしい会
員の獲得を図りたいと思っております。
なにしろ、社会学の教授から、「医者と歯医者は社会
的未熟児」とレッテルを貼られた歯医者ですので、どう
か温かく、時には厳しくご指導いただきますようお願い
いたします。1 年間、65 番目のリレー走者として、池田
RC の素晴らしさを落とすことなく、少しでも上げて、
次の近藤走者に引き継げるよう微力ながら頑張らせてい
ただきますので、ご協力のほど、よろしくお願い申し上
げ挨拶とさせていただきます。

豊田

修一

副会長

このたび副会長をおおせつかりました豊田です。まだ
まだ未熟者ですがよろしくお願いいたします。
副会長とは何をするのかまだよく解っておりませんが、
大ベテランの明石さんの教えを受けながら副会長二人体
制で協力して、井上年度を支えていきたいと存じます。
私は、クラブ管理運営委員長という役を兼任いたしま
すが、次回にクラブアッセンブリーがありますので、そ
の話は次回にしたいと存じます。
今日挨拶をする４人というのは、まったくの偶然です
が、同じ誕生日が２組揃いまして、井上会長と私、明石
副会長と柴田幹事が同じ誕生日なのです。意図された
ものではないので、縁があったというしかありません。
井上会長はなかなかのアイデアウーマンのようで、独
自の出席率、ソングリーダー、そして席の配置換えもユ
ーモアを交えてアイデアを出されました。なぜ亀とバッ
タとムカデかは明石副会長におまかせするとして、座る
席があまりにも固定化しすぎてきたというのは皆さんも
同じ感想をもたれていたのではないかと思います。
私のひとつの役割りとして、井上会長の欠席の際の代
行というのがあります。皆さんご存知のように会長はお
忙しい方なので、この面でも支えていきたいと存じます。
また、今年度は井上―柴田体制になるのですが、柴田
幹事は一昨年会長をされたとき私が幹事をしました。こ
のたび柴田さんが２度目の幹事を引き受けられるという

池田ＲＣのテーマ「伝統と革新 目指そう INSPIRED 池田 RC
ので、何とか柴田さんをも支えていかなければという
思いもあります。
以上簡単ですが就任の挨拶とさせていただきます。今
後ともよろしくお願い申し上げます。

柴田

宜孟

幹事

この度、第６５代井上会長のもと、一年間幹事を務め
させて頂きます、柴田です。皆様、宜しくお願い致しま
す。
私は平成 22 年 2 月 10 日、池田ロータリークラブで初
めて女性会長となられました、第５７代

森綮子会長年

度に入会させて頂き、８年目を迎える中、今年度は池田

明石

巧

副会長

ロータリークラブで二人目の女性会長のもと、幹事をさ
せて頂く事になりました。

2018‐19 年井上会長年度の副会長を仰せつかりまし

井上会長より会長を受ける代わりに幹事をして欲しい

た明石で御座います。

と言われた時、ロータリアンとして頼まれた事は断らな

平成 3 年池田 RC に入会以来、早や 27 年になります。そ

いと先輩の皆様よりご指導を頂いておりましたし、何よ

の間、1997 年～1998 年に幹事、2004 年～2005 年に第 52

り、私の会長年度に快く会長ノミニーを受けて頂いたの

代会長、そして、2013 年～14 年、創立 60 周年実行委員

で、迷うことなくお受けさせて頂きました。

長をさせて頂きました。その経験を生かして、
“伝統と革
新

目指そう INSPIRED 池田 RC”のテーマを推進すべく、

皆様も良く知っておられると思いますが、私は今回で
２度目の幹事でございます。前回は田嶋会長の元

６０

明るくて、バイタリティのある、池田 RC で 2 人目の女性

周年の幹事をさせていただき、今回は６５周年の幹事を

会長を支えて行きたいと思います。

させて頂ける事を光栄に思っております。

又、戦略計画委員長としては、創立 65 周年を迎えた年

前回の就任時にもお話をさせて頂きましたが、幹事は

度として、単年度の審議事項や短期的な思考に偏りがち

ロータリークラブを運営していく中で様々な調整係であ

な理事会と戦略計画委員会の目的である中長期的な課題

り、会長を支えていく、縁の下の力持ちだと思っており

や長期的思考を主題とする機能との違いを明確にして、

ます。明石副会長・豊田副会長にご指導いただき、本年

クラブの将来を考えて行きたいと思います。

度は井上会長が運営しやすい体制を整える事は勿論の事、

会員皆様方のご支援、ご協力を宜しくお願い申し上げ
ます。

SAA 岸上会員のもと、会員の皆様に有意義な時間を過ご
していただける例会作りをする事と、田嶋 65 周年実行委
員長のもと池田ロータリークラブ６５周年記念事業に向
けての準備活動に精一杯の力で取り組み、多くの会員の

池田ＲＣのテーマ「伝統と革新 目指そう INSPIRED 池田 RC
皆様にご協力頂けるように頑張っていきます。又、南
親睦委員長のもとで、例会の運営・親睦旅行・忘年例会
等のお手伝いもさせて頂きます。その他の委員会の行事
等も精一杯ご協力させて頂きますので、各委員長の皆様
におかれましては、必要とあれば幹事までお声掛け下さ
いますようお願い致します。各委員長の皆様、そして例

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
夏は来ぬ（7 月）
卯の花の 匂う垣根に
時鳥（ほととぎす） 早も来鳴きて
忍音（しのびね）もらす 夏は来ぬ
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

会の運営を助けて頂いております、女川さん、そして事
務局の山根さん、頼りない幹事ではございますが一年間

ポリオプラス基金

よろしくお願い致します。
最後に、『成功は井上会長のおかげ、失敗は柴田幹事
の責任』をモットーに、会員の皆様にお助け頂き精一杯

6月27日時点残高

頑張っていきたいと思っておりますので一年間よろしく

7月4日分

2,864 円

残高

2,864 円

お願い申し上げ幹事就任のご挨拶とさせて頂きます。

0円

義捐金ＢＯＸ
6月27日時点残高

176,259 円

7月4日分

3,026 円

残高

179,285 円

7 月スケジュール
4

水

3103 回例会
三役就任挨拶（理事会）

11

水

3104 回例会

ニコニコ箱の累計
7 月 4 日現在

97,000 円

クラブアッセンブリー①
18

水

休会（祝日週）

25

水

3105 回例会
納涼例会（夜間移動例会）

7 月 25 日（水）例会

「夜間納涼例会」
場所：箕面山荘 風の杜
時間：18：30～例会開会
18：45～懇親会開会

