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国際ロータリーのテーマ
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2660 地区のテーマ
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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
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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 会長

近藤

秀一

プログラム

本日、ガバナー公式訪問です。
四宮ガバナーと 1 時間お話をさせて頂きました。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。池田ロータリークラブは、
昨年度 65 周年を迎え、今年度は“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。
それと、会員増強です。会員基盤を成長させることは、穴の開いたバケ
ツに水を注ぐのではなく、退会の根本原因を分析し、取り除くことです。
池田ロータリークラブでも、期の途中には会員が一時的に増えても、期末
に多くの退会者が出て、残念ながら最終的には会員数の増加につながって
おりません。「新会員獲得」と「退会防止」に分けて考えていきます。
また、タイ ナコンパトムＲC さんと共同で小学校に浄水器の設置の再
開と、こどもミュージアムの事業についてもお話をさせて頂きました。
指名委員会よりの報告をさせていただきます。
池田ロータリークラブ、細則第３条に基づき設置された指名委員会におい
て、次々年度会長、次年度理事役員の候補者が指名され、理事会の承認を
得ました。クラブ細則によって、年次総会の４週間前の例会において発表
しなければならないと定められておりますので、皆様にご報告させていた
だきます。
次々年度会長
次年度副会長
次年度副会長
次年度幹事
次年度会計
次年度会場監督（ＳＡＡ）
次年度奉仕活動委員長
次年度理事

林 功
鶴原 英夫
福林 愼二
北林 寛崇
奥村 昌也
田中 孝史
近藤 秀一
田嶋也寸志
名村研二郎

慎二

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
「クラブフォーラム②」
（夜間例会）

豊田 修一
永田 大介

また、同時に細則に基づき、会員の皆様にその他の候補者の推薦があれ
ば、この例会翌日の１０日間を限りとして、文書で推薦することが可能と
なっております。
１２月１１日に開催させていただきます年次総会の向けての会員の皆様
のご協力をお願いいたします。

担当：林

功

副会長

四つのテスト

１ 真実かどうか

✤幹事報告✤

✤ニコニコ BOX✤

名村

研二郎

幹事

（地区より）
①国際ロータリー第 2660 地区
ガバナーノミニー・デジグネート選出
についてのご通知
（近藤会長）
②地区大会登録の名札と会員の皆様へ
配布のお願い
（事務局）
（市民の森をつくる会）
③「市民の森植樹祭」のご案内
（会員各位）

✤出席報告✤
出席報告

永田

大介

会員

○会員数 32 名
○出席数 24 名
○出席率 77.40％
○前々々回 87.10％（10 月 9 日）
メーキャップ
橋本 昌也
暮部 光昭

会員
会員

２ みんなに公平か

（9/28 RAC）
（10/2 理事会）

プログラム担当：幸田 伸明
ニコニコ 担当：南 みどり
近藤

会員
会員

秀一会員：本日は四宮ガバナー、菰田地
区幹事、一尾大会実行委員、
ようこそ池田 RC にお越しい
ただきました。ご指導のほど
よろしくお願い致します。
橘高又八郎会員：四宮孝郎ガバナー、ようこそ
池田 RC へ。ご指導よろしく
お願い致します。
岸上 宏司会員：田村様、ご入会おめでとうご
います。よろしくお願い致し
ます。
吉岡
崇会員：RC コンペ、優勝しました。
林
功会員：四宮ガバナー、ようこそお越
し下さいました。
井上 裕子会員：四宮ガバナー様、今日はよろ
しくお願い致します。こども
食堂に田舎のお米を寄付さ
せていただきました。
田嶋也寸志会員：長女に 3 人目の孫が生まれ
ました。
永田 大介会員：四宮ガバナーをお迎えして。
本日早退失礼致します。田村
新会員、入会おめでとうござ
います。
柴田 宜孟会員：四宮ガバナー、ようこそお越
しくださいました。本日はご
指導のほど、よろしくお願い
致します。田村様ご入会おめ
でとうございます。
名村研二郎会員：四宮ガバナー、本日はよろし
くお願いします。田村会員、
ようこそ池田 RC へ。
豊田 修一会員：四宮ガバナー、よろしくご指
導ください。
南 みどり会員：四宮ガバナー、本日よろしく
お願いします。田村様、よう
こそ池田ロータリーへ。

３ 好意と友情を深めるか
北林

田村

４ みんなのためになるかどうか

寛崇会員：田村会員、入会ありがとうご
ざいます。親睦会よろしくお
願いします。
大輔会員：本日より入会させていただき
ます。よろしくお願い致しま
す。

✤新入会員紹介✤

✤前回の卓話✤

四宮 孝郎 様
（国際ロータリー第 2660 地区ガバナー）
マーク・ダニエル・マローニーRI 会長テーマ
“ROTARY CONNECTS

THE WORLD”

～ロータリーは世界をつなぐ～
マローニー会長はこのテーマを決めるにあたり、
次のような思いを語っておられます。
『ロータリーを通じて、私たちはつながります。
ロータリーで私たちは、お互いの違いを超え、深く、

氏
名：田村 大輔
生年月日：昭和 49 年 3 月 20 日
事 業 所：Next Insurance 株式会社
職業分類：保険業
推 薦 者：近藤 秀一 名村 研二郎

意義あるかたちでお互いにつながることができま
す。ロータリーがなければ出会うことがなかった人
びと、職業上の機会、私たちの支援を必要とする人
たちとのつながりをもたらしてくれます。
私たちは互いに、また地域社会とつながり、同じク
ラブの会員だけでなく、私たち全員が属する世界的

✤お客様紹介✤

コミュニケーションの人たちとつながっています。
ロータリーでの体験の中核にあるのが、このつなが
りです。それがあるから、私たちはロータリーに入

四宮

菰田
一尾

孝郎 様
国際ロータリー第 2660 地区ガバナー
（大阪西南 RC）
真理 様 地区幹事（大阪西南 RC）
晋示 様 地区大会実行委員
（大阪西南 RC）

会し、ロータリーにとどまるのです。ロータリーを
成長させる方法も、つながりにあります。そして、
これが 2019-2020 年度のテーマです。
比類なき基盤を有するロータリーを通じて私たち
は、人類の素晴らしい多様性とつながり、共通の目
的を追求しながら末永く深い絆をつくり出しま
す。』

池田ＲＣのテーマ「はぐくもう！ロータリーの友情」
この身近な言葉で語られている RI 会長テーマに

5.

基づき、2019～20 年度第 2660 地区年次目標を 6

⚫ 1 人あたり 3 万円
6.

項目掲げました。

米山記念奨学会への寄付増進
公共イメージの向上を計る
IM ロータリーデーやクラブ事業等を利用して、

1.

クラブビジョンの策定

会員以外にロータリーに触れて頂く機会を設け

近年、国際ロータリーでは、柔軟性と多様性が

ることを強く推奨致します。

強調されており、大きな潮流の変化は加速度的に

⚫ My

Rotary 登録率

進んでいます。その為私たちの地区、及びクラブ

⚫ クラブセントラル活用率

60％以上
75％以上

の地域特性、歴史、規模に合った独自のビジョン
を策定する必要があります。
まずクラブ内の分析をしなければなりません。
⚫ 年齢分布表
⚫ 平均年齢

（10 年前・5 年前・現在）
（10 年前・5 年前・現在）

⚫ 過去 10 年間の入退会者数

～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・
クラブへの強調事項
①効果の持続性が期待される有意義な奉仕事業
（活動の絞込み）
近年、残念ながら会員数が減少しているク

この分析結果をもとにクラブ内で話し合う機会

ラブにおいては、各奉仕部門の委員会を兼務

を作り、会員相互で問題意識を共有しましょう。

されている委員長もおられます。その状況で

そして「変えてはならないロータリー」「変えな

も充実した奉仕活動を実践されていること

ければならないロータリー」を各クラブにて明確

は素晴らしいことですが、ともすれば単に過

にしましょう。

去の活動の踏襲に陥り、検証すれば実際のニ
ーズと離れたものになるケースがあるかも

2.

会員基盤の強化を計る
職業分類制度を今一度見直し、男女の構成比、

しれません。
今年度は、再度検証され、奉仕活動を絞り

及び年齢別分類の分析をもとに、多様な会員の入

込み、より一層有意義な活動をされることも

会を促進する必要があります。一方で会員が退会

選択肢の一つとして推奨致します。

する原因を把握し、その改善に努めなければなり
ません。

②ロータリーファミリーの絆を深める
ロータリーファミリーとは、青少年奉仕部

3.

ポリオ撲滅への協力

門（インターアクト・ローターアクト・青少

ポリオ撲滅はロータリーの最優先事項であり、

年交換・RYLA）や米山奨学生、財団奨学生

世界中で撲滅されるまで、この活動を続けなけれ

等ロータリープログラムのメンバー、並びに

ばなりません。

卒業・経験者であるロータリー学友の人達を
表します。

4.

ロータリー財団への寄付増進

このロータリーファミリーの絆を深める

⚫ 年次基金

1 人あたり 150 ドル

ことが、これからのロータリーを支える礎と

⚫ ポリオ基金

1 人あたり 50 ドル

なります。様々な機会を捉えて会員の方にフ

⚫ 恒久基金

ベネファクター 各クラブ

ァミリーの活動を知って頂きましょう。

1 人以上

池田ＲＣのテーマ「はぐくもう！ロータリーの友情」
③ロータリー賞の獲得を目指す
ロータリー賞の獲得は決して困難なもの

12 月スケジュール

ではありません。目標を立て、是非各クラブ
が獲得されるように目指して下さい。
～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・

4

水

3156 回例会

11

水

年次総会
（3157 回例会）

私は、次年度地区スローガンを設定するにあたり、
2 つのことを思い描き
ました。
①常に相手の目線に立ったロータリーの奉仕
活動を

18

水

休会（振替）

22

日

忘年クリスマス例会
（3158 例会）

25

水

休会（年末）

私たちは奉仕活動をする際、常に相手の方
に寄り添い、同じ目線に立って計画し、実施
して参りましょう。これにより真のニーズが
把握でき、より実りの多い活動となることで
しょう。そして感動と共に奉仕の喜びを分か
ち合いましょう。
②新会員と共に
入会 3 年未満の会員の退会理由には、様々
なものがあると思いますが、真の理由は「寂
しさ」にあると思います。新しい仲間に寄

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
もみじ

り添い、新たな友人が出来た喜びを分かち
合いましょう。それがロータリーの発展に
もつながります。
そこで地区スローガン
“Stand By

You”～あなたと共に～

を掲げました。
これからの 1 年間クラブの皆様と共に考え、
悩み、歩み、そして楽しんでまいりたいと思っ
ております。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。

秋の夕日に照山もみじ
濃いも薄いも数ある中に
松をいろどる楓や蔦は
山のふもとの裾模様
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

池田ＲＣのテーマ「はぐくもう！ロータリーの友情」

ポリオプラス基金

11月6日点残高

9,222 円

11月13日分

988 円

残高

10,210 円

義捐金ＢＯＸ
11月6日残高

169,285 円

11月13日分

951 円
170,236 円

ニコニコ箱の累計
11 月 13 日現在

629,500 円

12 月 4 日（水）例会

「心温まるタバコのお話」
担

当：井上

裕子

会員

コメント：吸う人にやさしい禁
煙推進！暮部さんの
体験談も！

！

