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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
本日は、忘年クリスマス例会に

近藤

秀一

メンバーの皆様、ご家族の皆様

慎二

プログラム
多数

ご参加いただきありがとうございます。
クリスマスの 12 月 25 日はキリストの誕生日と思われている方も多いで

開会・点鐘
ロータリーソング
シェイクハンド

すが、実はイエス・キリストの降誕祭です。キリストの誕生日は諸説あり、

ゲスト＆ビジター紹介

明確に何月何日であるかははっきり明らかにはなっていません。日本では

出席報告

メリークリスマスというのがほとんどですが、イギリスでは、「ハッピー

会長挨拶

クリスマス」を使われます。なぜメリーではなくハッピを使うのと言えば、

幹事報告

それはメリーの意味に理由があります。メリーには「楽しい」の他に「ほ

委員会報告

ろ酔い」という意味もあります。大人はお酒を飲んでクリスマスを祝うの

ニコニコＢＯＸ

ですが、子どもも楽しむため、「ハッピークリスマス」が良く使われます。

本日の卓話

また、アメリカでは、移民が多く、宗教も幅広いため、「ハッピホリデ
ー」が使われることが多いです。
もう後 10 日程で、令和元年から 2 年になります。 私の会長職も半年
が過ぎました。11 月には、国際奉仕でタイへ浄水器の寄贈と、次年度の視

本日の卓話

察にミャンマーへ行ってまいりました。来年の 2 月には、今年度の最大の
事業

社会奉仕 「笑顔はぐくむプロジェクト」が控えております。それ
昨年 池田ロータリークラブは 65 周年を迎え、今年度の私の一番の

と

課題は会員拡大です。

伝統ある池田ロータリークラブに相応しいかたを

5 名の新入会員の入会を目指しておりますので、引き続き皆様のお力添え
宜しくお願い致します。
今年度のテーマー『はぐくもう』です。忘年クリスマス例会で、ますま
す、会員の友情ご家族の皆様との友情をはぐくんでいただきたいと思いま
す。

「新年祝賀例会」
～ピアノと歌の
ハーモニー～

四つのテスト

１ 真実かどうか

✤幹事報告✤

✤ニコニコ BOX✤

名村
（地区より）
①地区ロータリー財団

研二郎

補助金管理セミナー

②2019－20 年度 第 4 回ＩＭ第 1 組
会長・幹事会開催のご案内
（近藤会長、名村幹事）

✤出席報告✤
永田

大介

プログラム担当：幸田
ニコニコ 担当：宮田

幹事

のご案内
（奥村会長エレクト、林会長ノミニー）

出席報告

２ みんなに公平か

会員

○出席数 24 名
○会員数 32 名
○出席率 77.42％
○前々々回 87.10％（11 月 27 日）
メーキャップ
暮部 光昭 会員
（11/20 タイナコンパトム RC））
柴田 宜孟 会員 （11/6 理事会）

近藤

伸明
雅章

会員
会員

秀一会長：令和元年最後の例会である、
クリスマス家族例会、親睦委
員会の皆様、お世話になりま
す。また、ご参加いただいた
皆様に感謝致します。
橘高又八郎会員：お世話になります。
岸上 宏司会員：本日、大変お世話になります。
奥村 昌也会員：忘年例会、親睦委員会の方々、
お世話になります。
林
功会員：今日はクリスマス例会、皆様
今年もお疲れ様でした。
井上 裕子会員：本日はお世話になります。池
田ロータリークラブ がロー
タリー賞（会長特別賞＝ゴー
ルド）を受賞できました。本
当にうれしく思っています。
おめでとうございました。
田嶋也寸志会員：親睦委員会の皆さん。御苦労
様です。
鶴原 英夫会員：メリークリスマス。
加茂
守会員：クリスマス会、ありがとう。
会長、北林委員長、お世話様
です。
名村研二郎会員：本日は親睦委員会の皆様お世
話になります。楽しみにして
います。
親睦委員会一同：本日の忘年例会よろしくお願
いします。メリークリスマ
ス！

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

✤お客様紹介✤
ＳＡＡ
南
小川

歩 様
祐汰様

田嶋

也寸志

会員

（池田 RAC OB）
（池田 RAC 会長）

✤前回の卓話✤

令和元年 1２月２２日（日）
クリスマス家族例会
～新阪急ホテルにて～

～開会の挨拶（近藤会長）～

～楽しい時間をありがとうございました～

～乾杯の挨拶（明石会員）～

池田ＲＣのテーマ「伝統と革新 目指そう INSPIRED

義捐金ＢＯＸ

1 月スケジュール
1

水

休会（年始）

12月11日時点残高

8

水

新年祝賀例会

12月22日分

（3159 回例会）

残高

15

水

休会（祝日週）

22

日

3160 回例会

29

水

3161 回例会

池田 RC

173,065 円
800 円
173,865 円

ポリオプラス基金

12月11日時点残高

12,065 円

12月22日分

600 円

残高

12,665 円

！

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
「一月一日」
年のはじめの 例とて
終りなき世の めでたさを
松竹たてて 門ごとに
祝う今日こそ たのしけれ

ニコニコ箱の累計
12 月 22 日現在 796,500 円

1 月 22 日（水）例会

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

「職業奉仕について」
卓話者：上甲 悌二 様
（地区職業奉仕委員会）
ニコニコ箱の累計
担 当：田中 孝史 会員
12 月 11 日現在

757,500 円

