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2018～2019 年度ＲＩ会長バリー ラシン
RI 第 2660 地区ガバナー四宮 孝郎
■会長 近藤 秀一 ■副会長 林 功
■副会長 奥村 昌也 ■幹事 名村研二郎 ■副幹事 橋本 昌也
■親睦委員長 北林 寛崇
■広報･会報担当 福林

2019-20 年度国際ロータリー会長
マーク・ダニエル・マローニ

慎二

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：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

四つのテスト

１ 真実かどうか

✤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
北林 寛崇
田中 孝史

橋本

昌也

会員

32 名
23 名
79.31％
89.66%(6 月 5 日)
（6/12 理事会）
（6/2 親睦会）

✤ニコニコ BOX✤
プログラム担当
ニコニコ 担当
井上

明石
北野

奥村

北林
永田

寛崇
大介

会員
会員

裕子会長:1 年間ありがとうございました
頼りない私が大過なく会長を
務めることができましたのも、
皆さまのあたたかいサポートの
おかげです。
心よりお礼申し上げます。
巧会員:一年間お世話になりました。
ありがとうございました。
紀之会員:会長、副会長、幹事さんお世
話になりました。立派な例会
でした。
ありがとうございました。
昌也会員:早退のお詫び。

２ みんなに公平か

田嶋也寸志:井上会長、ご苦労様でした。楽しかっ
たです。
柴田 宜孟会員:無事に幹事の役目を果たす事が
出来ましたことも偏に皆さまの
おかげです。1 年間ありがとうご
ざいました。
福林 愼二会員:井上会長以下、役員の方々お世話
様でした。
加茂
守会員:三役退任ご苦労様でした。井上会
長、豊田副会長、明石副会長、
柴田幹事ありがとうございまし
た。
豊田 修一会員:副会長を無事 1 年間務めることが
できました。皆様のおかげです。
どうもありがとうございました。
南 みどり会員:至らぬ親睦委員長でしたが、皆様
のおかげで一年を走りきる事が
出来ました。ありがとうござい
ます。
北林 寛崇会員:プログラム担当、1 年間ありがと
うございました。
橋本 昌也会員:欠席のお詫び。

３ 好意と友情を深めるか
✤前回の卓話✤

三役退任挨拶

４ みんなのためになるかどうか
時にはアドバイスを頂戴し、影になり日向にな
りサポートいただきました。思い切って副幹事
の役をお願いしてみた同期の林会員は、不死鳥
のように蘇られて会長幹事会へ皆出席という
柴田幹事の代理を見事努めてくださいました。
SAA の岸上会員は、３匹の仲間たちのくじ引き
に賛成下さり、例会の進行も工夫して、例会を
盛り上げてくださいました。田嶋会員には職業
奉仕委員長と 65 周年実行委員長を兼任いただ
きましたが、特に”子どもニャーン”を大成功

井上

裕子

会長

皆様、１年間本当にお世話になり、ありがとう
ございました。
会長就任への依頼を受けた際、ロータリアン
は NO とは言わないという掟があるそうですの
で、「私には伝統ある池田 RC の会長職は務ま
らない、迷惑をかけてしまう。辞退できなけれ
ば RC を辞めるしかない。」と思っていた私で
したが、ついに 4 人の巨漢に囲まれて OK せざ
るを得なくなり、その後月日は流れて、今日を
迎えました。なんとか１年間をこうして大過な
く終えることができましたのは、ひとえに皆様
のお力添えのおかげと感謝しております。
正直申しますと、昨年の秋頃ですが、本当に
辛くなって、「会長職を終えたら辞めさせても
らおう。直前会長の役なら辞めても大丈夫か
も？」などと吉岡さんを眺めながら真剣に考え
ていた時期がありました。しかし、その後徐々
に回復でき、今では「会長職をさせていただい
たことは、本当に良い経験になった。」と心か
ら感謝しております。
長くなってしまいますが、豊田副会長は、私
が留守の際の代役を嫌な顔一つせず、いつもご
快諾くださいました。明石副会長には、困った

させてくださいました。社会奉仕の田中委員長
には、池田市禁煙推進ネットワークの会議
や、”世界禁煙デー in 石橋”にも積極的に参
加いただきました。国際奉仕の暮部委員長は、
埋もれていた才能をいかんなく発揮くださり、
まさかの出席率の向上にも貢献いただきまし
た。青少年奉仕の鶴原委員長は、お忙しい中、
RAC にメーキャップいただくなど、ご協力いた
だきましたし、鶴原さんのお忙しい分、北林 RAC
担当委員が、RAC のメンバーのように活躍して
くれました。また、南親睦委員長の活躍は目覚
ましく、2 回の親睦旅行、クリスマス会、65 周
年記念例会、ニャーン合唱団などなど、本当に
活躍くださいました。同時に委員の皆様のチー
ムワークの良さがいつも光り輝いておりまし
た。また、私のスポンサーである徳永先輩、橘
高先輩を始め、諸先輩方には常にやさしい励ま
しの言葉をいただきました。それから、幸田会
員、宮田会員、木平会員の新会員の皆様は、会
員として例会に参加してくださるたけで、やっ
と授かった子どもように、ありがたく愛おしく
思っています。お名前を出せなかった会員の皆
様にも、ご協力くださいましたこと、心より感
謝申し上げます。最後に、常に万全のサポート
してくださった柴田幹事に、深謝申し上げま
す。
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皆様のご協力のおかげで、出席率も向上し、マ

けで随分と助けられました。また、柴田幹事

イロータリー登録でも表彰され、ロータリー賞
受賞も確定ました。影には、山根さまの大活
躍が光っておりますし、ニャーン合唱団の影の
ボスである女川さん、いつも温かく支えてくだ
さった近藤さんにも、心からお礼申し上げま

は２年前に私が幹事として仕えた会長でもあ
りましたので、阿吽の呼吸で非常に仕事もやり
やすかったように思います。
副会長はまたクラブフォーラムを主宰しま
すが、今年度は 65 周年記念がやはり中心のテ

す。
最後にもう一度、池田ロータリークラブの皆
様、１年間本当にありがとうございました。

ーマになりました。それでも第１回目は戦略計
画委員長でもある明石さんに会員増強に関し
て、研修をお願いしました。その成果として、
今年度は 3 名もの新会員が入会されたことは喜
ばしいことです。2 回目以降は 65 周年実行委員
長の田嶋さんとご一緒に 65 周年記念事業関連
をテーマとしました。第 2 回目はニャーン合唱
団の結成と練習、第 3 回目はダイハツのクレハ
クラブをお借りしてしゃぶしゃぶを堪能しな

豊田

修一

副会長

副会長退任の挨拶および御礼を申し述べた
いと存じます。
井上会長をはじめ、明石副会長、柴田幹事の
ご指導よろしきを得、また理事の方々、会員の

がらの決起集会を、そして第 4 回目はベトナム
での子どもニャーンの報告会を行いました。終
わってみればクラブフォーラムもまずまず充
実していたのではなかったかと思います。
ともあれ１年間至らぬことが多かったと思
いますが、皆様のおかげで無事務めることがで
きました。どうもありがとうございました。
これにて副会長の退任の挨拶と致します。

方々、事務局の方々のご協力をいただきまして、
副会長という大役を無事全うすることができ
ました。本当に有難うございました。
ロータリーの組織と申しますのは、皆様ご承
知の通り会長と幹事が中心になって運営して
いきますので、副会長の役目というのはその合
間合間を埋めることだと認識しておりました。
その役割がうまく果たせましたでしょうか？
井上会長は歯医者さんで、患者さんを多く抱
えておられるので、なかなか時間を作るのに苦
労されておられました。その辺りをお手伝いで
きればと思ってやってきました。明石副会長は
私と同い年で、同じ副会長ですが、圧倒的にキ
ャリアの違いがあって、明石さんが横にいるだ

明石

巧

副会長

本年度、井上会長のもとで、池田ＲＣ創立 65
周年という記念すべき年に、各種記念事業を会
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員の皆様方、又、関係諸団体のご協力を得なが

会員皆様にご指導、ご協力を頂いたお蔭だと

ら成功に終了しました事に、心より感謝申し上
げます。
特に、
「子供ニャーン」事業におきましては、
ベトナムのランチャン幼稚園に下見として参
加させていただきましたが、残念ながら贈呈式

深く感謝いたしております。
今回で２回目となりました幹事としまして
の、この一年を振り返ってみますと、今年度よ
り IM1 組が１５R C と再編成されたことなどに
より、地区から様々な要望があり、大変慌ただ

には参加することが叶いませんでした。米山奨
学生のビン君がご縁で、継続事業として幼稚園
の給食施設を贈呈できました事は、大変有意義
であったと思います。

しい一年であったと思います。また本年度は、
15R C のうち、我が池田 RC を含め、7 クラブの
周年式典が重なっておりました。井上会長にお
かれましては、例会などお忙しい中、持ち前の

又、戦略計画委員会（会員増強担当）と致し
ましては、会員増強には最大限の努力をして参
りました。幸田会員、宮田会員、木平会員、3
名の新入会員を迎える事が出来ましたが、4 名
の会員が急遽退会されると言ったハプニング

明るさで、他クラブの方々との親交を深め、池
田 R C の会長としての務めを全うされておられ
ました。本当にお疲れ様でした。
私も井上会長とご一緒させていただきました
が、たくさんの交流の場を与えて頂き、多くの

が有り、ただただ残念でありました。2 人目の
女性会長として色々と不安も有ったと思いま
すが、見事に会長職を全うされました井上会長
にエールを送ると同時に役員の一人としてご

方々と関わりを持つことが出来た事は私の中
で大きな財産となりました。
また林副幹事におかれましては、仕事上の都
合で出席できない私にかわり、毎回、会長幹事

一緒出来ましたことを嬉しく思います。
楽しい一年間でした。ありがとうございまし
た。

会に出席してくださいました。信頼できる林副
幹事だからこそ、安心してお任せすることがで
きました。本当にありがとうございました。南
親睦委員長を始めとする親睦委員会の皆様に
は例会や親睦会をスムーズに進行していただ
きました。本来であれば、私幹事もお手伝いし
なければならないのに力不足で申し訳ありま
せんでした。いつも心のこもったおもてなしを
ありがとうございました。そして４大奉仕委員

柴田

宜孟

幹事

井上会長のもと、歴史と伝統ある池田ロータ
リークラブ・６５周年の幹事という大役を無事
完走する事が出来ましたのも、井上会長を始め、

長に置かれましては、クラブのために、事業立
ちあげから最後までご尽力くださりありがと
うございました。また、分からない時困った事
などに相談にのって頂き、適切な指示を出して
頂いた、明石副会長・豊田副会長・SAA 岸上会
員。おかげさまで、無事に一年間を終えること
ができました。そして、池田ロータリークラブ
の６５周年では田嶋実行委員長。子どもニャー
ンと記念式典は、いろいろ大変なこともあった
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と思いますが、田嶋実行委員長のおかげで
大成功をおさめることができました。
皆さんの活動・活躍を傍で拝見させていただ
き、ロータリアンとしてわずかですが成長させ
て頂く事が出来ました。
最後になりましたが、常に陰でご協力いただ
いた、山根さん、近藤さん、女川さん、そして
会員の皆様、一年間本当に有難う御座いました。
「成功は井上会長のおかげ失敗は幹事の責
任」をモットーに一年間、頑張ってまいりまし
た。私自身、小さな反省点はございますが、大
きな失敗はなかったのではないかと思ってお
ります。また、機会があれば 3 度目の幹事も挑
戦できればとも思っております。
一年間、本当に有難うございました。

7 月スケジュール
3

水

3141 回例会
（三役就任挨拶）

10

水

3142 回例会
（クラブアッセンブリー①）

17

水

休会（祝日週）

24

水

3143 回例会
（納涼例会）

31

水

休会（第 5 週）

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

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
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

池田ＲＣのテーマ「伝統と革新 目指そう INSPIRED 池田 RC

ポリオプラス基金

6月19日点残高

31,542 円

6月26日分

712 円

残高

32,254 円

義捐金ＢＯＸ
6月19日時点残高

156,422 円

6月26日分

1,157 円

残高

157,579 円

ニコニコ箱の累計
6 月 26 日現在

1,368,000 円

7 月 10 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

