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（～素晴らしい出会いを求めて～）

2020～2021 年度ＲＩ会長ボルガー・クナーク RI 第 2660 地区ガバナー簡 仁一
■会長 奥村 勝彦 ■副会長 鶴原 英生
■副会長 吉岡 崇 ■幹事 北林 寛崇 ■副幹事 南 みどり ■親睦委員長 暮部 光昭 ■広報･会報担当 永田 大介

2020-21 年度

国際ロータリー第 2660 地区
ガバナー 簡

仁一

2020-21 年度第 2660 地区ガバナーを務めさせて頂きます、茨木ＲＣの簡仁
一です。
伝統と格式を保ち、各奉仕部門における活動実績を誇る当地区のガバナーを
拝命する事は、身に余る光栄であると同時に、その重責を考えますと、身の引
き締まる思いです。
パストガバナーをはじめとする諸先輩の皆様が築きあげてこられました当
地区の伝統を守りながら、より一層充実した地区として発展できるよう努力し
てまいりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
ボルガー・クナークＲＩ会長プロフィール
ドイツ生まれ。1992 年にロータリーに入会し、財務長、理事、各種委員会
の委員長、規定審議会代表議員、ゾーンコーディネーター、研修リーダー地区
ガバナー、2019 年ハンブルグ国際大会ホスト組織委員会の共同委員長を歴任
されました。現在は、恒久基金/大口寄付アドバイザーを務めておられます。
不動産業を営む
「Knaack KG」の CEO であり、
125 年続く家族事業の「Knaack
Enterprises」の元パートナー兼ゼネラルマネージャーでもおられます。スザン
ヌ夫人とともに、メジャードナーで、遺贈友の会会員としてロータリー財団を
支援されています。
1 月 20 日に米サンディエゴで開かれました国際協議本会議におきまして、
ホルガー・クナーク氏は、2020-21 年度のテーマを「Rotary Opens
Opportunities」～ロータリーは機会の扉を開く～と発表されました。
このテーマには、ロータリーがクラブに入会するというだけではなく、無限
の機会への招待である、という思いが込められています。例えば、ポリオ根絶
のように大規模で歴史的なプロジェクトから、地域社会でのささやかなプロジ
ェクトや、1 本の植樹まで、奉仕する機会への扉を開いてくれる、ということ
なのです。
私たちの中核的価値を基に、世界中の友人たちとともに、より豊かである意
義ある人生への機会の扉を開いてくれる、また、私たちのあらゆる活動が、ど
こかで、誰かのために機会の扉を開いている、とも強調されました。
このＲＩ会長テーマに基づき、2020-21 年度地区年次目標の 6 項目を掲げまし
た。
①会員基盤の強化、②ポリオ根絶、③青少年の活動を支援、④ロータリー財
団活動の推進、⑤米山記念奨学会活動の推進、⑥ＩＴ化の推進と公共イメージ
の向上
なお、新型コロナウィルス感染拡大の状況を鑑みて、ロータリー財団、米山
記念奨学会の寄付目標については、いずれも数値目標を掲げないことにしまし
た。
また、2020-21 年度地区スローガンは、こうした時代だからこそ、ロータリ
ーの基本を再認識し、ロータリアンとしての誇りと自信をもって、ともにロー
タリーの未来をつくっていこう、との思いを込めて、「BACK, To the
FUTURE」～基本に戻って未来へ～とさせていただきます。
このスローガンを胸に刻み、クラブの皆様とともに 1 歩ずつ歩みながら活動
して参ります。どうぞよろしくお願い申し上げます。

プログラム
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
「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

✤幹事報告✤
北林

寛崇

幹事

（地区より）
①次年度ガバナー公式訪問について
（奥村会長エレクト、北林幹事エレクト）
②「ロータリーの友」誌 2020 年 5，6 月号合併
号推奨記事のご紹介
（会員各位）

✤出席報告✤
出席報告

田村

大輔

会員

○出席数 26 名
○会員数 30 名
○出席率 86.67%

✤ニコニコ BOX✤
プログラム担当：橋本
ニコニコ 担当：幸田
奥村
徳永

昌也
伸明

会員
会員

勝彦会長：1 年間よろしくお願い致しま
す。
昭夫会員：新年度、奥村会長はじめ、役
員の皆様、大変な年度になり
ましたが、皆で頑張りましょ
う。

２ みんなに公平か

明石
巧会員：奥村年度、頑張って下さい。
橘高又八郎会員：奥村年度を祝って！どうぞ宜
しくご指導ください。
奥村 昌也会員：新しい年度がはじまり、奥村
勝彦会長、頑張って下さい。
期待して応援させていただ
林
功会員：前副会長章をいただいて。
田嶋也寸志会員：奥村会長、北林幹事、新年
度、楽しみにしてます。
鶴原 英生会員：1 年間よろしくお願いします。
近藤 秀一会員：本人誕生日を頂いて。
暮部 光昭会員：配偶者誕生日を頂いて。奥村
会長ファイト！
永田 大介会員：奥村勝彦会長年度の門出を
祝して。
田中 孝史会員：ＳＡＡ1 年間よろしくお願い
します。くるま、ふね、ひこ
うき気に入っていただけま
したでしょうか？
柴田 宜孟会員：奥村会長、ご就任おめでとう
ございます。
名村研二郎会員：新しい年度のスタートが 7 月
1 日！素晴らしい 1 年間にな
りそうですね。今年度も、よ
ろしくお願い致します。
豊田 修一会員：配偶者誕生日を頂いて。
南 みどり会員：奥村会長、本年度よろしくお
願致します。
北林 寛崇会員：緊張しますが、1 年間よろし
くお願いします。
橋本 昌也会員：本年度、プログラム担当させ
ていただきます。精一杯頑張
りますので、よろしくお願い
します。
幸田 伸明会員：本人誕生日を頂いて。
笹川 哲士会員：配偶者誕生日を頂いて。
ありがとうございます。皆様
に感謝、妻に感謝です。
親睦委員会：親睦委員会です。奥村会長の元、
最高の 1 年になるように頑張って
いきます。ワン池田ＲＣでいきま
しょう！

３ 好意と友情を深めるか
✤7 月のお祝い✤
会員誕生日：
近藤 秀一 会員
南 みどり 会員
幸田 伸明 会員

４ みんなのためになるかどうか
✤前回の卓話✤

三役就任挨拶

会長 奥村 勝彦
配偶者誕生日：
暮部 光昭 会員
豊田 修一 会員
笹川 哲士 会員

新型コロナウイルスの感染拡大も収束の気配を見
せてはいるものの、まだまだ予断を許さない状況にあ
りますが、世の中が少しづつ正常化へと動き始めたこ
とに何かホッとするとともに心が軽くなってきた気
がする、今日この頃でございます。
そんな中、歴史ある池田ロータリークラブの会長
を仰せつかり、その重みをずっしりと感じている次
第でございます。先日当クラブの歴代会長名簿を見
ていましたら、16 代会長(1968～69 年)に元ダイハ
ツ社長の伊瀬芳吉さんの名前がありました。私が入
社式で辞令をもらった大先輩でございます。52 年前
のことです。長い歴史とともに何かの因縁を感じざ

結婚記念日：
柴田 宜孟 会員
新見
香 会員

るを得ません。これから 1 年会員の皆様のご支援ご
協力をいただきながら、本年度理事・役員の皆さん
と共に誠心誠意努めて参りますので、よろしくお願
い申し上げます。
早速ですが、本年度の池田ロータリークラブのテ
ーマは「Together Everyone」～素晴らしい出会い(機
会)を求めて～とさせていただきました。私は若い
頃からこの together という英単語が好きでした。ご
承知の通り“共に、一緒に、協力して”という意味で

池田ＲＣのテーマ「Together Everyone!～素晴らしい出会い（機会）を求めて～」

すが、現役時代、海外パートナーとの会合ではこの

言葉を連発していたことを今思い出します。
together の本来の意味は to gather 即ち「集まるこ
と」のようです。この数ヶ月、私達はロータリーの
友人と会いたくても会えない、集まりたくても許さ
れないという時期にあって、今こうして集まること
が出来る嬉しさ、ありがたさを噛み締めているのは
私だけではないと思います。今こそ「Together
Everyone 」ではないかと思っています。又、副題
に“素晴らしい出会い(機会)を求めて”としましたの
は、伝統ある池田ロータリークラブの皆様にはもと
もと幅広い知識や経験、そして多様性(ダイバーシ

～近藤秀一前会長から、奥村勝彦会長へ～

ティ)に富んだ方々の集まりであると思っています。
しかし、私自身感じますのは、まだまだそのごく一
部にしか触れていない気が致します。大変もったい
ないことだと思っています。もっともっとお互いを
知り合い、良い意味で影響し合いながら、ロータリ
ーの原点である仲間との親睦と連携を深め「もっと
もっと味わい深いロータリークラブ」に皆様と一緒
に成長していければ良いなあと思っています。
今年の RI テーマは「Rotary Opens
Opportunities 」(ロータリーは機会の扉を開く)で
あり、それを受けて地区テーマは「Back ,to the

～木槌の贈呈～

future」～基本に戻って、未来へ～でございますが、
その主旨にも沿っていると思います。そして何より
前年度の「はぐくもうロータリーの友情」という前
会長の思いを更に発展させていけることと思って
います。
そうは申しあげても、準備期間の問題もあり全て
がこれからであります。追い追い具体的な活動へと
つなげてまいりたいと思いますので、この辺りにつ
きましては深いご理解を賜りたいとお願い申し上
げます。クラブ現況にはもう少し詳しく掲載させて
頂きましたので、お手元に届きましたら是非ご一読
ください。どうかよろしくお願い申し上げます。ご
静聴ありがとうございました。

～クラブフラッグの贈呈～
近藤前会長お疲れ様でした

池田ＲＣのテーマ「Together Everyone!～素晴らしい出会い（機会）を求めて～」

副会長 吉岡 崇

副会長 鶴原 英生

2020～2021 年度
この度、副会長を仰せつかりました鶴原です。

本年度の池田ロータリークラ

ブテーマは「Ｔｏｇｅｔｈｅｒ

Ｅｖｅｒｙｏｎ

「大丈夫かいな？」って言うのが、皆さんの感想では

ｅ！！」です。

ないかと思います。

奥村会長の方針に従い支えていきます。

実は、私自身が一番不安で、適任者ではないと切実に

今回で 3 度目の副会長を拝命頂きました。以前の副会

感じております。

長の経験を生かして行ければと考えています。しかし

「ロータリーは機会の扉を開く」と国際ロータリー

ながら、本年度はコロナ禍で対応も大きく変わってく

の会長がおっしゃっていたように、先輩方から与えら

るのではないかと考えております。
「コロナウイルス」

れたこの機会に、皆さんには多大なご迷惑をおかけす

への対応を考えながら、会長を支えてクラブ活動の運

るとは思いますが、会長や皆さんの力を借り、指導を

営にアドバイスをしていければと思っております。

受けながら勉強の一年と思い努力して参りたいと思

特に新しい会員の方々へのフォローアップ、そして新

います。

入会員の増強には力をいれて行きたいと考えていま

また、クラブ管理運営委員長も兼任することとなっ

す。

ております。

又会員の連帯感を醸成するべく、楽しい活動への協力

コロナ禍の制約のある中ではありますが、会長をはじ

をして行きたいと考えます。

め会員の皆さんの力を借りながら、楽しいクラブ運営
に努めたいと思っております。
正直、何をすればいいのか解っていない状態ですが、
奥村会長を支える為に全力を尽くしたいと思ってお
ります。
どうぞ一年、よろしくお願いいたします。

池田ＲＣのテーマ「Together Everyone!～素晴らしい出会い（機会）を求めて～」

7月スケジュール
1

水

3169 回例会
三役就任挨拶

8

水

3170 回例会
クラブアッセンブリー①

幹事 北林

寛崇

本年度、奥村（勝）会長のもと、幹事を仰せつかい

15

水

3171 回例会

22

水

休会（祝日週）

29

水

休会（第 5 週）

ました北林です。入会も経験もまだまだ浅い若輩者で
すが、歴史と伝統あるこの池田 RC を少しでも深く知
れるいい機会にし、幹事の責務を会長方針のもと、全
うしていきたいと思います。また、コロナ禍のなかで、
今年度は特に地区の情報に耳を傾け、情報を収集し、
および各種団体との連絡・依頼事項、理事会、委員会、

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

会員、事務局などとの意見の調整に小回りを利かし、
常にコミュニケーションを図り、円滑にクラブ運営を

夏は来ぬ（7 月）

推進させてたいと考えております。
そして、本年度は奉仕活動が年内より来年に集中す
ると思われるので、各奉仕委員会の委員長と連携し準
備をして参りたいと思います。また、例会は田中 SAA
と暮部親睦委員長との連絡を密にし例会運営や会員
の親睦にも気を配りたいと思います。1年間、会長を

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

支え、伝統ある池田ロータリークラブの円滑な活動の
一助となれるよう努めてまいりますので。皆様方のご
指導ご鞭撻の程、よろしくお願い申し上げます。
本年度の目標として
1、非常時にどのように活動できたか記録する。
2、事務局運営の把握と連携。
3、地区との調整役として情報収集する。
4、会員の増強。
5、その他ロータリー活動に関わる諸事の管理・調
整。

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

池田ＲＣのテーマ「Together Everyone!～素晴らしい出会い（機会）を求めて～」

ポリオプラス基金

7月1日時点残高

0円

7月1日分

730 円

残高

730 円

義捐金ＢＯＸ
7月１日時点残高

119,986 円

7月1日分

1,325 円

残高

121,311 円

ニコニコ箱の累計
7 月 1 日現在 95,000 円

7 月 15 日（水）例会

「五月山へＧＯ！」
コメント：
「80 歳までに 1,000 回
登る誓い」
卓 話 者：橘高

又八郎

会員

