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会長

奥村 勝彦

まずはじめに訃報のお知らせです。皆様にご連絡致しました様
に、木平様のお母様がお亡くなりになりました。心からご冥福を
お祈り致しますとともにお悔やみ申し上げます。
さて、何かと制約の多い中で、皆様におかれましてはお盆を如
何お過ごしになられましたか？私は 11 日に甲子園で高校野球の
交流戦を観戦してきました。これは今春の選抜大会がコロナによ
り中止となったため、せめて代表チームには甲子園の土を踏ませ
てやりたいという高野連の粋な計らいで実現したものです。原則
無観客試合でしたが、たまたま私の孫が、奈良の天理高校の野球
部の 2 年生ですので、1 家族 5 名の招待枠で観戦することが出来
ました。高校野球らしくキビキビとした爽やかなプレーを見せて
もらい暑い中でしたが、一服の清涼剤となりました。私の孫は残
念ながら実力不足でスタンド応援でしたが、チームの一員として
頑張っている姿に感動致しました。観戦にあたりましては厳重な
コロナ対策が講じられておりまして、試合当日までの 1 週間の行
動実績を提出し、当日は検温はもちろんのこと座席は 2 人飛ばし
で、声援は手拍子のみ、また選手との接触は一切許されず、普段
は寄宿舎生活のため久しぶりに会うわけですが、アイコンタクト
するのみでした。相当の気遣いも印象的でした。それもこれも含
めて一つのお思い出話となりました。
話は変わりますが、先日お知らせ致しました通り、定例会は特
別ルールのもと今後も年間計画通り開催していくことにしてお
ります。十分なコロナ対策を実施しながら、ホルガー・クナーク
会長が述べられています様に、
「今は数字にこだわるのではなく、
持続可能な形でロータリーを成長させていく」という考え方に基
づくものです。よろしくご理解のほどお願い致します。本日は以
上です。

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
「自社
（数多くの事業を実施）
について」
卓話者：宮田 雅章 会員

四つのテスト

１ 真実かどうか

✤幹事報告✤
北林

２ みんなに公平か
✤前回の卓話✤

寛崇

幹事

【クラブフォーラム①】
～今後のロータリー活動について～

（地区より）
①クラブ国際奉仕委員長会議のご案内
（国際奉仕委員長名村会員）
②出国奨学生「奨学生報告書」の提出について
（米山奨学生担当）

（一般社団法人 池田市民文化振興財団より）
③令和 2 年度 評議員会の書面決議について
（ご報告並びに御礼）
（奥村会長）

Ｒ財団委員長 近藤

秀一 会員

【奉仕活動について】
奉仕活動は、ロータリー活動の根幹であり、
この活動範囲を制約される
なかでも

くべきだとの意見でした。

✤ニコニコ BOX✤
プログラム担当：橋本
ニコニコ 担当：幸田

社会に貢献出来る活動を続けてい

但し、新型コロナウィルス感染症の影響が暫く
昌也
伸明

会員
会員

橘高又八郎会員：Ｒ皆様、ご会葬御礼。木平朝
子様スポンサー。
林
功会員：早退のお詫び。
名村研二郎会員：遅刻のお詫び。
田村 大輔会員：本日早退させていただきます。
申し訳ございません。

続く中、注意しながらの
活動は否めないと思います。例えば、国際奉仕
では、海外へ出向いての
活動が実施出来るか不透明の中、継続している
事業で出向くことなく
支援など出来る事業もあると思います。また、
青少年奉仕では、
web などを利用しての集会など活動が出来る
と思います。
4 つの奉仕活動の垣根を超えて協力して、新型
コロナ医療従事者を支援する
ことなども考えていく必要があると思います。

池田ＲＣのテーマ「Together Everyone!～素晴らしい出会い（機会）を求めて～」
・３か月前に誰が現状を予測したか？また、３
か月後は、誰が予想できるのか。１２月のクリ
スマス忘年例会も慎重に判断すべきである。
・危機はチャンス、今何かをできないか。
・池田、日本のロータリークラブから何かを発
信できないか？現状ポリオより、コロナ基金を
重点にしてはどうか？
・戦略計画委員会を行い、中期的な戦略を。

親睦委員会副委員長
宮田 雅章 会員

・９月までは食事なしの例会となっているが、
音羽さん、平川さんという固定概念を捨てて、
例会場でも食べられ、持ち帰りも可能なお弁当

【親睦会について】
①中止中止で何も出来ない。
②野外で何か出来ないか？
③ファイヤー・サイド・ミーティングを活用し
小規模で何回かに分けて開催することで親睦
が図れる。

親睦委員長

暮部 光昭 会員

【例会・夜間例会について】
・現状では、夜間例会を行うのはコロナの関係
上難しい。

にしてはどうか。

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

9月スケジュール

8月5日時点累計

2

水 3175 回例会

9

水

3176 回例会

8月19日分

16

水

317７回例会

累計

23

水

休会（祝日週）

30

水

休会（第５週）

2,299 円
722 円
3,021 円

義捐金ＢＯＸ
8月5日時点累計

124,541 円

8月19日分

903 円

累計

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

125,444 円

ニコニコ箱の累計
8 月 19 日現在 179,000 円

われら日本ロータリアンの歌
われら日本のロータリアン
ひとつの仕事をする時も
真心こめてかんがえる
これは誠か真実か
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

9 月 2 日（水）例会

「ＰＣＲ検査ならぬ
アルコール体質検査を
受けてみました」
卓 話 者：山口

正之

会員

