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国際ロータリーのテーマ
BE THE INSPIRATION
（インスピレーションになろう）
2660 地区のテーマ
BE THE INSPIRATION
（インスピレーションになろう）
池田ロータリークラブのテーマ
伝統と革新 目指そう
INSPIRED 池田 RC

ikeda-rc@amber.plala.or.jp

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

ついに最後の会長挨拶となりました。皆様、１年間ありがとうござい
ました。
去る 6 月 16 日に、今年度 7 つあった周年事業の最後を締めくくる豊
中ロータリー60 周年記念祝賀会に参加して参りました。豊中 RC が未
だ女性会員を良しとされていなかった 20 年前に、のこのことメーキャ
ップに伺ったときのお話をさせていただいたところ、当時の会長の田中
様や、父は池田 RC だったという中井エンジニアリングの中井様が、
「な
つかしい」とご挨拶に来てくださってうれしかったです。
さて、今年度は例会時、テーブルにカメとバッタとムカデのカードを
置き、くじ引きで席を決めさせていただきました。いつかお酒の席で、
ご紹介させていただくつもりにしておりましたのに、ご紹介させていた
だく機会がなかったので、今日は”３匹の愉快な仲間たち”の小話を”シ
ラフ”でさせていただきます。
ある日、仲良し 3 匹の”カメ君とバッタ君とムカデ君”が、いつものよ
うに楽しく酒を酌み交わしておりました。甕のなかのお酒がなくなりそ
うになったことに気が付いたカメ君は、「ぼく、ちょっと酒屋まで行っ
て、買うてくるわ。」と言いました。それを聞いたバッタ君は、「あか
ん、あかん、おまえみたいなのろまが買いに行ったら、いつ戻ってくる
かわからへん。ぼくが行ったる。」とすかさず言いました。それを聞い
たムカデ君は、「あかん、あかん、おまえみたいなぴょんぴょん跳ねて
るヤツが買いに行ったら、甕の中の酒が全部こぼれてなくなってしまう
やんか。ぼくが行ったる。」
「ほな、悪いけど頼むわ。」とムカデ君にお願いしたカメ君とバッタ
君は、ムカデ君の帰りを待っておりました。しかし、待てど暮らせど帰
ってきません。「ぼく、ちょっと見てくるわ。」とバッタ君が見にいた
ところ、なんと・・・！！！という３匹の愉快な仲間達のお話でした。
このお話は、インドネシアへの訪問中に明石さんが話してくださった
ものですが、みんなで旅行中ずっとこの話で盛り上がっていたのを思い
出して、席の名前に採用させていただきました。
私がロータリーを 20 年続けてこられたのは、”池田 RC の愉快な仲間
達”の一員であることに幸せを感じることができるからだと思います。
「それでなくても忙しいのに、なんでこんなことしてるんやろ？なんで
会長までしてるんやろ？」と思ったこともしばしばでしたが、やはり池
田 RC を続けたいと思えるのは、偏に皆様のおかげです。１年間本当に
ありがとうございました。

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
「三役退任挨拶」
卓話者：井上
豊田
明石
柴田

裕子会 長
修一副会長
巧副会長
宜孟幹 事

四つのテスト

１ 真実かどうか

２ みんなに公平か
✤ニコニコ BOX✤

✤幹事報告✤
柴田

宜孟

（地区より）
① 2019-20 年度第 2 回ＩＭ第組会長・幹事会
開催のご案内
（近藤会長エレクト、名村幹事エレクト）
（池田市文化振興財団より）
② 理事会・評議会合同役員会

プログラム担当
ニコニコ 担当

幹事

徳永
奥村
林
暮部
林
永田

北林
永田

寛崇
大介

会員
会員

昭夫会員:皆出席を頂いて。
昌也会員:先日、ホームクラブ欠席のお詫び。
功会員:卓話当番です。
光昭会員:早退のお詫び。
功会員:早退のお詫び。
大介会員:次週欠席のお詫び。

開催のご案内

（近藤会長エレクト）
（池田市美術展運営委員会より）
③ 池田市制施行 80 周年記念
第 60 回池田市美術展開催に伴う寄託賞
のご恵贈について（お願い）
（近藤会長エレクト）

✤前回の卓話✤

✤出席報告✤
出席担当
○ 会員数
○ 出席数
〇 出席率
○ 前々々回
メーキャップ
鶴原 英夫
山口 正之

橋本

昌也

32 名
24 名
80.00％
96.43%(5 月 22 日)
（6/2 親睦会）
（6/2 親睦会）

会員

「65 周年記念事業ドタキャンの懺悔」
林 功 会員
５月の子どもニャーンに行くことを楽しみにしていた！
・パスポートの更新（と言っても去年だが・・・）
・他の競合する予定（実は弁護士会関係の懇親旅行が
１年以上前から企画されていた）もキャンセル！
・当初はベトナム行き申込みもしていた！
なのに・・・
今年は１０連休が入り、その関係で某大阪府労働委員
会の手続が５月中旬には実施できないこととなり（準

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

備の都合のため。）、２１日火曜日の午前午後と事件
が入ってしまった（期日の間隔をあまり開けることも

7 月スケジュール

許されない。）ため、直前の事件打合せ（必須！）が
必要となってしまった。

3

水

（三役就任挨拶）

→泣く泣くドタキャン！
10
２

水

3142 回例会
（クラブアッセンブリー①）

しかし！転んでもタダでは起きない！
５月１８日実施の「国際ロータリー２０１９年規定審

17

水

休会（祝日週）

議会報告並びにクラブビジョン策定セミナー」に、奥

24

水

3143 回例会
（納涼例会）

村次年度副会長とともにした。
31
３

3141 回例会

水

休会（第 5 週）

規定審議会について
・規定審議会とは ＲＩで３年に１回開催され、規定に
ついて審議
・標準定款と細則 アバウトには、標準定款は各クラブ
共通、細則はクラブごとの事情で決められる
・今回の規定審議会のポイント
① メークアップ規定の改正 「前後１４日」から「同
一年度内」に
② クラブの年次総会に、クラブの収入と支出を含む
クラブの年間予算と年次報告を発表することを規

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

定する。

「我等の生業」
４

クラブビジョンについて
・クラブビジョンとは いわゆる中期計画

・クラブビジョン策定のポイント 「ビジョン、スキル、
ストーリー、リソース、スケジュール」

我等の生業さまざまなれど
集いて図る心はひとつ
求むるところは平和親睦
力むるところは向上奉仕
おゝロータリー
我等の集い
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

池田ＲＣのテーマ「伝統と革新 目指そう INSPIRED 池田 RC

義捐金ＢＯＸ
6月12日時点残高

155,592 円

6月19日分

830 円

残高

156,422 円

ポリオプラス基金

6月12日点残高

30,739 円

6月19日分

803 円

残高

31,542 円

ニコニコ箱の累計
6 月 19 日現在

1,324,000 円

7 月 3 日（水）例会

「三役就任挨拶」
卓話者：

近藤 秀一会 長
奥村 昌也副会長
林
功副会長
名村研二郎幹 事

