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国際ロータリーのテーマ
ロータリーは世界をつなぐ
（インスピレーションになろう）
2660 地区のテーマ
Stand By You
（～あなたと共に～）
池田ロータリークラブのテーマ
はぐくもう！
ロータリーの友情

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 会長
伝統ある池田ロータリークラブ

近藤

秀一

2019～2020 年

慎二

プログラム
会長に就任させ

ていただき責任の重さを実感し、身の引き締まる思いです。
本年度の池田ＲＣのテーマー 『はぐくもう』 とさせていただきま
した。

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

RI のテーマーは『ロータリーは世界をつなぐ』
ロータリーにおけるつながりを大切にしたいと考えられています。
私たち池田ロータリーの奉仕活動は、友情 同じ価値観をはぐくみ、
私たちの支援を必要とする人々とつながり、ロータリーでなければ出会
うことのなかった人びと、結びつきをもたらしたいと思っております。
メンバーが親睦と友情を見つけ、地域社会の人々とのつながりもはぐく
んでいきたいと思っております。

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

ロータリーメンバーの家族との つながりも大切に考えております。
ロータリーは、家族との時間を犠牲にするのではなく、家族との時間を
提供する場である必要があります。クラブが温かく、みんなを受け入れ
るような雰囲気があれば家族と奉仕活動の両立ができます。

本日の卓話

ロータリーの奉仕は、人々の人生、そして地域社会を変えるものです
が、残念なことに、ロータリーがどんな団体で、どんな活動をしている
か十分埋解している人は多くありません。ロータリアンでもロータリー
について十分に知らずロータリーメンバーであることの恩恵を十分に
享受していません。
2019-2020 年は『はぐくもう』のテーマー下に、ロータリーの奉仕活
動を通じてメンバー
いき

また

メンバー家族との

より良い関係をはぐくんで

地域への奉仕活動を通じて、池田ロータリークラブの知名

度を高め地域社会の人々とのつながりもはぐくんでいきたと思ってお
ります。

「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

✤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
幸田 伸明
奥村 昌也
鶴原 英夫
橋本 昌也

橋本

永田
柴田
昌也

会員

30 名
27 名
90.00％
100.00%(6 月 12 日)
（6/26 池田 RAC）
（6/2 親睦会）
（6/26 池田 RAC）
（6/19 FR 交流会）

✤ニコニコ BOX✤
プログラム担当
ニコニコ 担当
近藤

２
みんなに公平か
近藤新会長ファイト！

南 みどり
幸田 伸明

会員
会員

秀一会長:1 年間よろしくお願いいた
します。
橘高又八郎会員:ロータリーバッジ忘れました。
明石
巧会員:近藤年度、頑張ってください。
北野 紀之会員:1 年間頑張ってください。期待
しています。
岸上 宏司会員:近藤会長、年度始まり、おめ
でとうございます。
吉岡
崇会員:近藤年度いよいよ始まります。
祝して！
奥村 昌也会員:本年度再び副会長の役をさせて
頂きます。1 年間皆様のご協力
のもと、無事務められるよう
ガンバリます。
井上 裕子会員:近藤会員、東京との往復は大変
だと思いますが、無理しすぎ
ないよう、体に気を付けて
がんばって下さい。
林
功会員:今年度、よろしくお願いいたし
ます。前回欠席のお詫び。
暮部 光昭会員:配偶者誕生日の品を頂いて。

大介会員:近藤丸の就航を祝して。
宜孟会員:結婚記念日の品を頂いて。
近藤会長ご就任おめでとうござ
います。ロータリーバッジを
頂いて。
加茂
守会員:三役就任おめでとうございます。
会長近藤秀一さん、
副会長林功さん、
副会長奥村昌也さん、
幹事名村研二郎さん
一年間ご苦労様です。
名村研二郎会員:本年度再び幹事を仰せつかりま
した。1 年間ご指導のほどよろ
しくお願いします。
豊田 修一会員:新しい執行部の就任おめでとう
ございます。1 年間よろしくお願
いします。
ロータリーバッジを頂いて。
南 みどり会員:本人誕生日を頂いて。ありがとう
ございます。近藤会長ついていき
ます。
幸田 伸明会員:本人誕生日の品を頂いて。
最近、来れなくてすみません。
親睦委員会一同:一年間よろしくお願いします。

✤7 月お祝い✤
本人誕生日:

南 みどり
近藤 秀一
幸田 伸明

7.22
S40.7.6
S51.7.31

３ 好意と友情を深めるか
配偶者誕生日：豊田
暮部

鈴与
千恵子

４ みんなのためになるかどうか

7.2
7.23

✤前回の卓話✤

三役就任挨拶

結婚記念日：柴田

宜孟

近藤

H13.7.29

秀一

会長

伝統ある池田ロータリークラブ 2019～2020 年
会長に就任させていただき責任の重さを実感し、身
の引き締まる思いです。
2019-2020 年は『はぐくもう』のテーマー下に、
ロータリーの奉仕活動を通じてメンバー
ー家族との
た

メンバ

より良い関係をはぐくんでいき

ま

地域への奉仕活動を通じて、池田ロータリーク

ラブの知名度を高め地域社会の人々とのつながり
もはぐくんでいきたと思っております。

池田ＲＣのテーマ「伝統と革新 目指そう INSPIRED 池田 RC

しかし・・・永年、不良会員であり続け・・・昨年
度、少し反省したものの・・・
今年度も公務と病気との闘い。
それ以上に自分のアホさとズボラさとの
壮絶な闘い。
４ ない知恵と能力を振り絞って近藤会長を支え、

林

功

副会長

がんばりますので、今年度、どうかよろしくお
願いいたします。

１

今年度のテーマ、スローガンの確認と実施
ＩＲのテーマ
Rotary connects the world
２６６０地区のスローガン
Stand By You （～あなたと共に～）
←「寂しさ」からの脱却
当クラブのテーマ
はぐくもう！ ロータリーの友情

２

クラブ管理運営について
当クラブの永年の伝統の承継と、今後に向けた

奥村

変革
当クラブの今年度テーマの確認と実施（上述）

昌也

副会長

2019-20 年度の副会長を仰せつかりました奥村で

世界的な潮流（？）である、縛られない、楽しい

ございます。

クラブ運営

今年度の池田ＲＣテーマ「はぐくもう！ロータリー

ロータリー情報や規則類について、岸上ロータリ

の友情」のもと、創立 66 年を迎えた池田ロータリ

ー情報委員長のご指導も受けながら、さらに勉強

ーが益々活発な活動が進められる様、多忙な近藤会

し発表してみたい。

長を林副会長と共に少しでも助けになればと思っ

（以上の詳細は、次回のアッセンブリーでのお楽

ております。又、名村幹事の運営にも協力させて頂

しみ。でも、あまり期待しないでください。）
。

き、70 周年に向けての池田ロータリークラブの増々

なお、クラブ研修、戦略計画については担当外で

の発展に精一杯の力で取り組み、会員の皆様に御協

あるが、奥村（昌）
、明石の両先輩のご指導も受

力頂ける様、努力させてもらいたいと思っておりま

けながら、さらに勉強してみたい。

す。

３

個人的には、永年、不良会員であったことの
反省と懺悔
１９９９年１２月入会・・・まもなく２０年。

池田ＲＣのテーマ「伝統と革新 目指そう INSPIRED 池田 RC
に力をいれていきたいと思っています。

また 1 年間を通じて、池田ＲＣの立ち位置を自分
なりに確認したいと思っています。国際ロータリー
や地区では様々な変化が起きています。池田ＲＣと
しても変化に飲み込まれることなく、変化を主体的
に捉えて、変わるべきこと、変わらなくて良いこと
を前向きに判断できれば良いなあと思っています。
いずれにせよ、まだまだ未熟者でございますので、
皆様にご指導、ご協力をいただきながら、1 年間頑

名村

研二郎

幹事

張っていく所存ですので、どうぞよろしくお願い致
します。

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、しかも 2 回目をさせていただくという

7 月スケジュール

その重責と光栄さに身の引き締まる思いでありま
す。

3

水

気が付けばロータリー歴は着実に積み重なっ
てきているのですが、ロータリーのこともまだまだ

3141 回例会
（三役就任挨拶）

10

水

勉強不足であり、幹事という役職を既に経験させて

3142 回例会
（クラブアッセンブリー①）

いただいているにも関わらず、ひたすら親睦委員会

17

水

休会（祝日週）

の役割を担ってきたような実感しかなく、幹事とし

24

水

3143 回例会

ての役割をきちんと果たせるのか不安もあります
が、頑張っていきたいと思います。

（納涼例会）
31

水

休会（第 5 週）

近藤会長の掲げるテーマである「はぐくもう！ロ
ータリーの友情」というテーマの下、
まずは会長の思いや価値観を大切にしたいと思っ
ています。会長が 1 年間を終えた時、
充実感に満ち、
会長をやって本当に良かったと思ってもらえるこ
とが、幹事として役割が果たせたかどうかの一つの
バロメーターになると考えています。
もちろん、その上で、自分なりに感じたことを発信
していけたらとも思っています。
具体的には
①会員の拡大

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
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

②池田ＲＣのイメージ向上
③事務局のさらなる効率化、適正化、機能向上

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

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26日点残高

0円

7月3日分

739 円

残高

739 円

義捐金ＢＯＸ
6月26日時点残高

157,579 円

7月3日分

1,090 円

残高

158,669 円

ニコニコ箱の累計
7 月 3 日現在

94,500 円

7 月 24 日（水）例会

「納涼夜間例会」
場所：宝塚ホテル 西館 9 階屋上
時間：18：30～例会開会
18：50～懇親会開会

