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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 副会長

林

功

今日は、会長が急用で遅れて来られるということで、
私がピンチヒッターを務めさせていただきます。このピ
ンチヒッターのお話を聞いたのが今日の午前１０時で
あり、ご挨拶のネタも全く考えておりません。
実は私、本日午後から重要な会議があり、とある案件
を今日中に仕上げなければいけないということで早退
させていただきます。大変申し訳ございません。
それで、先週末から、今申し上げた本日午後の案件の
ことで頭を痛めていたのですが、一昨日も、昨日も、急
な案件が複数入って参りました。つい先ほどにも、とあ
る会社から急いで就業規則を見直さなければならない
というお話が飛び込んで参りました。
考えてみますと、今は師走であり、今日を含め、あと
３週間で今年が終わるという、まさにみんなが忙しくし
ている時期であります。そのような時に、急な案件がい
ろいろと飛び込んで来るということも決して珍しくな
いと思います。
そのような不測の事態にどう備えるか。普段からメモ
を作ったり、パソコンなどの機材にマニュアルを入れて
おいたりすることも有用なのだろうと思います。しか
し、最も重要なのは、ふだんからいかに頭の中を整理し
ておくかということではないかと考えております。頭の
中を整理しておくことで、不測の事態が起きても必要最
小限のことはできるように思います。
ご清聴ありがとうございました。

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
「クリスマス・忘年家族例会」
開催場所： 新阪急ホテル
例会会場

2 階「宙の間」

懇親会会場 2 階「花の間」
17：30

受付開始

18：00

例会開始

18：30

懇親会開始

四つのテスト

１ 真実かどうか

✤出席報告✤

✤幹事報告✤
名村

２ みんなに公平か

研二郎

出席報告

幹事

永田

大介 会員

○出席数 24 名
○会員数 32 名
○出席率 75.00％
○前々々回 83.87％（11 月 13 日）

（地区より）
①第 2660 地区ＩＭ第 1 組ロータリーデーご参加
のお願い
（近藤会長、名村幹事）

メーキャップ
橋本 昌也
奥村 勝彦
田中 孝史

②ＩＭ第 1 組ロータリーデー登録料お振込み
のお願い
（近藤会長、名村幹事）

会員
会員
会員

（11/6 理事会）
（11/6 理事会）
（11/6 理事会）

③社会奉仕委員会クラブ訪問に関するお願い
（近藤会長、名村幹事、社会奉仕委員長南会員）
④「2020 年度米山奨学生受け入れに関する
クラブご意向調査」のお願い
（近藤会長、奥村勝彦会長エレクト、
米山奨学委員長豊田会員）
（池田市社会福祉協議会より）
⑤令和元年度 役員・幹部研修会の開催
について（ご案内）
（近藤会長）
（池田青年会議所より）
⑥新年賀会及びシニアクラブ総会のご案内
（近藤会長）

✤ニコニコ BOX✤
プログラム担当：幸田
ニコニコ 担当：宮田
榮野
手島
近藤

伸明
雅章

会員
会員

隆様：本日よろしくお願い致します。
勝様：本日よろしくお願い致します。
秀一会長：所用につき、本日遅参致しま
す。よろしくお願い致します。
明石
巧会員：本日卓話当番です。
岸上 宏司会員：本人誕生日。皆出席。
吉岡
崇会員：皆出席。
林
功会員：早退のお詫び。
加茂
守会員：皆出席お祝いいただき、あり
がとうございます。
南 みどり会員：皆出席ｗいただいて。早退の
お詫び。
北林 寛崇会員：配偶者誕生日。先日頂きまし
た。ありがとうございます。
宮田 雅章会員：業務都合で 2 週連続早退です。
申し訳ありません。

３ 好意と友情を深めるか
笹川

田村

４ みんなのためになるかどうか

哲士会員：本日歓迎会を開催して頂き、
ありがとうございます。よろ
しくお願い致します。
大輔会員：2 週連続欠席致しまして、誠
に申し訳ございませ んでし
た。

✤前回の卓話✤

✤お客様紹介✤
ＳＡＡ
榮野

隆

手島

勝

田嶋

也寸志

会員

様（IM ロータリーデー会場監督
/大阪北梅田ロータリークラブ）
様（IM1 ロータリーデー実行委員
/大阪北梅田ロータリークラブ）

「70 周年に向けて」
明石

巧

会員

11 月のガバナー訪問の際に四宮ガバナーがお話く
ださった「変えてはいけないロータリー、変えなけれ
ばいけないロータリー」について、さらに「７０周年
に向けて、やってみたいこと」という３つのテーマで、
ワークショップを行いました。
井上会員にファシリテーターを依頼し、３つのテー
ブルに分かれて、ポストイットに書いて出した意見を、
リーダーを中心にまとめる方式をとりました。終始な
ごやかな雰囲気の中、活発な意見が出され、各グルー

✤皆出席のお祝い✤
＊皆出席のお祝い
岸上 宏司
吉岡
隆
加茂
守
南 みどり

会員
会員
会員
会員

入会年月日
H4.12.2
H4.12.2
H23.12.14
H26.12.10

プから発表いただきました。一部を下記にまとめます。
１）

変えてはいけない点
今の雰囲気、和気藹々とした中にも秩序ある組織
を変えないといった意見が多くあり、会員は、現
在の温かい家庭的な池田ロータリーを継続して
いきたいと願っているようでした。また、池田ロ
ータリーにふさわしい人に入会いただくという
意見、例会への出席を大切にするという意見も多
く見られました。

２）

変えなければならない点
変えたい点として、食事のことを挙げた人が多か
ったようです。また、年会費や入会費の減額につ
いても挙げられていました。また、事業の統一化、

池田ＲＣのテーマ「伝統と革新 目指そう INSPIRED

池田 RC

計画性などといった意見もありました。
３）

やってみたいこと

義捐金ＢＯＸ

このテーマに関しては、みんなの夢があふれ出ま
した。若者人材育成事業、会員の事業を生かした

12月4日時点残高

市民相談会、スポーツ大会などなど、なんと桜を

171,920 円

12月11日分

見る会というのも出てきました。様々なアイデア

残高

を今後組み入れることにより、活動を益々活発化

1,145 円
173,065 円

できるものと感じました。
今回のワークショップにおいて、会員の多くの意見
を短時間で収集できたことは、今後の会の運営および

ポリオプラス基金

活動にたいへん有益であったと感じました。また、次
の７０周年に向けて、歴史と伝統ある我が池田ロータ

12月4日時点残高

リーは、時代の流れに賢く順応しながら、ワンチーム
となって発展していけるという思いを新たにできま
した。

11,385 円

12月11日分
！

残高

680 円
12,065 円

1 月スケジュール

ニコニコ箱の累計
1

水

休会（年始）

8

水

新年祝賀例会

12 月 11 日現在

757,500 円

（3159 回例会）
15

水

休会（祝日週）

22

日

3160 回例会

29

水

3161 回例会

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
「きよしこの夜」
きよし このよる 星はひかり
すくいのみ子は まぶねの中に
ねむりたもう いとやすく

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

1 月 8 日（水）例会

「新年祝賀例会」
～ピアノと歌のハーモニー～

