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会長挨拶

直前会長

近藤 秀一
プログラム

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。1 年間 早いもので、あっと言う間でした。メンバー
の皆様のご協力で今日の日を迎えることが出来ました。 本当に
ありがとうございました。
ロータリーの奉仕活動を通じてメンバー メンバー家族との
より良い関係をがはぐくめ また 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
ながりもはぐくめたと思っております。
この後、退任の挨拶にて、色々な話をさせて頂きたいと思いま
す。

開会・点鐘
ロータリーソング
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:
奥村 勝彦 会長
鶴原 英生 副会長
吉岡
崇 副会長
北林 寛崇 幹事

四つのテスト

１ 真実かどうか
北野

✤幹事報告✤
名村

研二郎

幹事

（地区より）
①2020 年 7 月～9 月クラブ例会メークアップ受
け入れに関するアンケート
（奥村会長エレクト）

永田

✤出席報告✤
出席報告 永田
○出席数 25 名
○会員数 33 名
○出席率 75.76%

大介

会員

✤ニコニコ BOX✤
プログラム担当：幸田
ニコニコ 担当：宮田

明石

林

暮部

（池田市都市提携委員会より）
②書面決議結果報告書
（会員各位）

近藤

岸上
奥村

伸明
雅章

会員
会員

秀一会長：皆様の多大なご協力があり、
1 年間会長を務めさせていた
だくことができました。本当
にありがとうございました。
巧会員：近藤年度お疲れ様でした。

２ みんなに公平か

紀之会員：コロナ年度。本当にご苦労様
でした。
宏司会員：欠席のお詫び。
昌也会員：1 年間副会長を務めさせてい
ただき、お世話になりありが
とうございました。
功会員：1 年間本当にお世話になりま
した。ありがとうございまし
た。早退のお詫び。
光昭会員：近藤会長、１年間お疲れ様で
した。

大介会員：近藤会長、名村幹事をはじめ、
理事、役員の皆様、1 年間
お疲れ様でした。
柴田 宜孟会員：近藤会長、名村幹事、1 年間
ありがとうございました。
名村研二郎会員：1 年間、ありがとうございま
した。本日で、幹事退任させ
ていただきます。
豊田 修一会員：理事会の皆様、お疲れ様でし
た。コロナ対策で大変だった
でしょうが、ありがとうござ
いました。
南 みどり会員：近藤会長他、理事の皆様、
私の至らなさをフォローし
て下さり、ありがとうござい
ます。名村幹事、山根さん、
事業の際には本当にお世話
になりました。ありがとう
ございます。
橋本 昌也会員：2019～20 年度三役の皆様、
お世話になりまして、ありが
とうございました。
親睦委員会：1 年間ありがとうございました。
次年度、暮部親睦委員長に託し
ます！

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

✤表彰✤

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

ポールハリスフェロー
南 みどり 会員

マルチプル

めたと思っております。
社会奉仕活動においては、『笑顔をはぐくむプロジ
ェクト』『防護服の寄贈』で二度もマスメディアに取
り上げていただきました。国際奉仕活動におきまして
は、長年 継続をしております、タイのナコンパトム
ロータリークラブと共同で浄水器の寄贈も致しまし
た。
今年度は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、ビアーガーデンでの夜間例会
秋の親睦旅行、新阪急ホテルでのクリスマス例会など
家族と親睦・友情もはぐくめました。
もうひとつ 会員の拡大 5 名を目標にしておりまし
たが、後半

✤前回の卓話✤

なかなか新型コロナウィルスの影響で、

活動が出来ませでしたが、3 名の新しい会員をお迎え
できました。2 名につきましては、次年度 引き続き

「三役退任挨拶」

責任をもって活動させていただきたいと思っており
ます。新型コロナウィルスの影響で、ロータリー活動
が出来ない時期もありましたが、例会も再開が出来、
充実のある 1 年でした。本当に皆様のご協力とお力添
え賜りありがとうござました。

近藤

秀一

会長

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。
メンバーの皆様のご協力で今日の日を迎えることが

林 功 副会長

出来ました。 本当にありがとうございました。
1 年前に 就任の挨拶で、池田市にきた経緯、池田ロ
ータリークラブに入会へ至ったお話をさせていただ
きました。ロータリーの奉仕活動を通じてメンバー
メンバー家族との より良い関係をがはぐくめ、また、

１

甚だ頼りない副会長でございましたが、皆様の暖
かいご支援のおかげで、何とか大きな失敗もなく

池田ＲＣのテーマ「Together Everyone!～素晴らしい出会い（機会）を求めて～」
１年間つとめあげることができました。
本当にありがとうございました。

本年度後半は、
「新型コロナウィルス」による 3 か
月に及ぶロータリー活動の休止という、初めての経験

２ 「大きな失敗もなく」と書きましたが、実際にこ

をして、又、新しいロータリー活動を模索していくと

の１年間、何もして来なかったというのが実感で

いう大変な年度となりました。7 月から始まる次年度

す。クラブ管理運営委員会の仕事は決して楽では

は、現在以上に多くの問題点が浮き上がってくると思

ありませんでしたが、クラブの伝統、ロータリー

いますが、65 年以上の歴史を有する池田ロータリーら

情報など、勉強させていただいたことも多く、こ

しく、悠々と、おおらかに、進んでいった頂きたく、

のように勉強するという姿勢だけは今後とも継

期待しております。私としては、何もできませんでし

続して行こうと考えております。

たが、一年間お世話になり、ありがとうございました。

３

今年に入ってからは、コロナウィルスの関係で例
会も約３か月間にわたり中止となり、その間、活
動自体がなかなかできない状態が続きました。今
後、このコロナウィルス問題がどのようになって
行くのかわかりませんが、来年度以降も、この問
題の推移を見据えながら、状況に応じた活動とい
うことを模索し続けて行くことができればと考
えております。

４

１年間、本当にありがとうございました。
本年度後半は、
「新型コロナウィルス」による 3 か

月に及ぶロータリー活動の休止という、初めての経験
をして、又、新しいロータリー活動を模索していくと

名村 研二郎 幹事

いう大変な年度となりました。7 月から始まる次年度
は、現在以上に多くの問題点が浮き上がってくると思

近藤会長の掲げる「はぐくもう！ロータリーの友

いますが、65 年以上の歴史を有する池田ロータリーら

情」というテーマの下、まずは会長の思いや価値観を

しく、悠々と、おおらかに、進んでいった頂きたく、

大切にしたいと思い、1 年間活動をしてきました。

期待しております。私としては、何もできませんでし
たが、一年間お世話になり、ありがとうございました。

会長は常に広い心で見守っていただいていたので、
おおむね相談すると「任すよ」とお返事をしてくださ
いました。その上で「これはこうした方が良いんちゃ
う？」と時折いただくアドバイスは的確であり、勉強
になりました。
私が幹事として役割が果たせたかどうかのバロメ
ーターは、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
と、1 年前、述べさせていただきました。その点に関
しては何とか及第点はいただけたのかなと思ってい
ます。
また幹事として具体的にたてた目標が３つありま

奥村 昌也

副会長

した。

池田ＲＣのテーマ「Together Everyone!～素晴らしい出会い（機会）を求めて～」
①会員の拡大
５名の目標には及びませんでしたが、３名の方にあ
7月スケジュール

らたにご入会いただいた方は本当にありがたく良か
ったと思っています。その反面、３名の方が退会され
てしまいましたので、会員数の拡大とはいえず、今後
への課題を残しました。
②池田ＲＣのイメージ向上
奉仕活動を通じて池田 RC のイメージ向上に努め、
一定の成果があったと思っています。特に社会奉仕事
業「笑顔はぐくむプロジェクト」では池田市や池田市
教育委員会との連携をとり、池田市の各小学校や子ど

1

水

3169 回例会
三役就任挨拶
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22

水

休会（祝日週）

29

水

休会（第 5 週）

もたち、池田市民へ発信できた事業となりましたし、
地区補助金を利用した防護服の寄付もあわせ、マスメ
ディアにも取り上げていただくことができました。
③事務局のさらなる効率化、適正化、機能向上
事務局員の山根さんは著しい成長をとげられ、その
意味における効率化、適正化、機能向上は進んでいる
と思います。ただ、事務局が開局時間内で業務を完了
するためには、もう１歩、業務内容の改革と事務局員
と会員の間の役割分担を明確にしていく必要がある
と感じています。
１年通じての個人の課題としては、2 回目の幹事と
いう事で慣れという怠慢が、細やかさを失った面もあ
ったように思います。幹事として会員一人ひとりにも

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

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

っと目を配ることが必要だったように思います。

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
最後になりますが、この 1 年間、様々なご協力いた
だきました会員の皆様、山根さん、女川さん、近藤さ
ん、そして私にこのような貴重な機会をつくっていた
だきました近藤会長に心より感謝申し上げ、幹事退任
の挨拶とかえさせていただきます。ありがとうござい
ました。

池田ＲＣのテーマ「Together Everyone!～素晴らしい出会い（機会）を求めて～」
義捐金ＢＯＸ
2018-19年度義捐金繰越金

157,639 円

2019-20年度義捐金累計

23,219 円
180,858 円
30,000 円
30,000 円
872 円
119,986 円

合計
義捐金（台風15号千葉県災害）
義捐金「長崎・佐賀豪雨災害）
振込手数料

2020-21年度へ繰越

ポリオプラス基金

35,282 円
440 円
34,842 円

2019-20年度ポリオBOX累計
振込手数料
Ｒ財団へ送金 次年度繰越なし

ニコニコ箱の累計
2019-20 年度ニコニコ総額
1,249,700 円

7 月８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

