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■親睦委員長 笹川 哲士 ■広報･会報 吉岡 崇
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会長

林

功

本日は合同例会ということで、このコロナ渦、そして暑さがぶ
り返して参りました中で、オンライン参加のかたがたを含め、多
数のご参加を賜りまして、本当にありがとうございます。
特に、服部会長を初めとする池田くれはロータリークラブの会
員の皆様におかれましては、本来、例会休会中である中、今日が
合同例会であるということで、リアル及びオンラインでわざわざ
ご参加くださいまして、本当にありがとうございます。
当池田ロータリークラブは、このコロナ渦におきまして、何を
変えて行くべきか、他方で何を変えるべきでないのかを一生懸命
考えて例会のあり方を模索してきており、現在、以下述べますよ
うに一応の考え方で動いてはおりますが、まだまだ発展途上にあ
ると考えております。具体的には、緊急事態宣言下におきまして
も、会員の結束を固める必要性という観点から、例会は必ず実施
することとし、オンラインによる出席はもちろん有りとし、他方
で、無理をしてリアルで出席することも義務づけてはおりませ
ん。例会直前に体調を崩すなどして例会にリアルで出席できなく
なった場合にはオンライン出席ができればもちろんオンライン
出席も可能とし、オンライン出席もできないということであれ
ば、例会開始前に以上申し上げた趣旨をご連絡いただければ、そ
こから先は無理をする必要はないという扱いにさせていただい
ております。この基準も暫定的なものでして、不都合が判明すれ
ば随時見直すこととさせていただいております。
このコロナ渦で、例会場の使用について、権利者でおられる池
田商工会議所さんのご指示に従うことも当然でありまして、その
関係上、本日の例会でも、食事を提供させていただくことができ
ないことになっております。
このように、そっけない合同例会になってしまい、大変申し訳
なく存じておりますが、それでも、このように多数のかたがたの
ご出席を賜りましたことに、最後に、改めて御礼申し上げます。

■副幹事 新見 香

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
『青森りんご食育に
ついて』
卓話当番：北林寛崇 会員
卓話者 ：荒井 純 様
（青森県大阪情報
センター主幹）

四つのテスト

１ 真実かどうか

✤幹事報告✤
幹事

✤ニコニコ BOX✤

林原みどり

会員

①国際大会（ヒューストン）並びに大阪地区
ナイトのご案内及びアンケートのお願い
（林会長、林原幹事、国際奉仕委員長近藤会員）
②IM 第 5 組ガバナー補佐交代のお知らせ
（林会長）

（市民の森をつくる会より）
③市民の森をつくる会役員会のご案内
（林会長、林原幹事）

✤出席報告✤
出席報告

橋本

昌也

会員

○出席数 22 名
○会員数 28 名
○出席率 78.57％

〇前々々回 8 月 18 日（水）
補正出席率 92.30％
メーキャップ
井上 裕子

２ みんなに公平か

会員（8/4 理事会）

プログラム担当：新見
ニコニコ 担当：溝口

香
聡

会員
会員

池田くれはロータリークラブ
会長 服部 潤承 様
：合同例会を祝して。本日の合
同例会よろしくお願い申し
上げます。
池田くれはロータリークラブ
幹事 奧山 裕治 様
：3200 回例会おめでとうござい
ます。
池田くれはロータリークラブ
青井 秀治 様
：ローターアクト時代からお世
話になっております。池田ロ
ータリークラブの方々とお
会いできるこの日が毎年楽
しみです。
林
功 会長：合同例会、よろしくお願い致
します。
橘高又八郎会員：合同例会よろしくお願いしま
す。
北野 紀之会員：合同例会お世話になります。
明石
巧会員：敬老のお祝いを頂いて。あり
がとうございました。
岸上 宏司会員：何年ぶりの合同例会でしょう
か？めでたい！
吉岡
崇会員：ようこそ池田 RC へ。
奥村 昌也会員：年に一度の合同例会、2 年ぶ
りに池田くれは RC の皆様と
の例会楽しみです。
井上 裕子会員：くれはロータリーの皆様お久
しぶりでございます。本日は
よろしくお願い致します。
暮部 光昭会員：ようこそ池田 RC へ。よろし
くお願い致します。
永田 大介会員：久しぶりの合同例会、池田く
れはロータリーの皆様のお
顔を拝見できて。

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

名村研二郎会員：池田くれはロータリークラブ
の皆様との合同例会。開催で
きることに感謝です。
よろしくお願い致します。
奥村 勝彦会員：合同例会を祝して。
林原みどり会員：くれはロータリー、御一同様、
本日はようこそお越し頂き、
ありがとうございます。今後
ともよろしくお願い致しま
す。
池田ロータリークラブ
親睦委員会一同 ：本日の合同例会、よろしく
お願い致します。

✤お客さま紹介✤

服部
奧山

潤承 様（池田くれは RC 会長）
裕治 様（池田くれは RC 幹事）

宇野 公章 様
（池田ローターアクトクラブ会長）

✤前回の卓話✤

林 功 会長
（池田ロータリークラブ）
今回の合同例会のホストは池田ロータリー
クラブ（以下「当クラブ」といいます。）でご
ざいますので、さしあたり２０２１－２０２２
年度（以下「今年度」といいます。）の基本方
針として考えていることの概略を申し上げま
す。詳細は、ホームページにも掲載しておりま
すので、ご参照をお願いできればと存じます。
マジメな話になってしまいますので、このコロ
ナ渦ということも考え、できれば短めにお話を
切り上げさせていただきます。
まず、そこで書いていないことから始めさせ
ていただきます。実は今年度は池田ＲＡＣの創
立５０周年という記念の年でもあり、来年４月
２日土曜日に豊島野公園でドライブインシア
ターを実施する計画を立てております。詳細に
つきましては現在、検討中ですが、場所は石橋
阪大前駅近郊、豊島野公園にて実施することに
なるのだろうと考えております。年明けごろに
は改めてお願いとご挨拶のため池田くれはロ
ータリークラブ様にお伺いさせていただくこ
とになるのだろうと考えておりますが、いろい
ろとご協力を仰ぐことになるかも知れません。
それから、当クラブも再来年度には創立７０
周年を迎えます。その関係で、記念式典や記念
事業をどうするかについての計画を、そろそろ
立て始めなければなりません。この点につきま
しても、年内には実行委員会を立ち上げて動き
始めるところまでは行こうと考えております。
あと、例会運営については、会長挨拶の際に
申し上げましたので、以下、今年度の当クラブ

池田ＲＣのテーマ「池田ロータリー

変えるべきもの、変えるべきでないもの」

の基本方針で、まだご説明していないものをダ
イジェスト的に申し上げます。
まず、当クラブの今年度のスローガンは、
（先
ほどの会長挨拶でも少し示唆いたしましたが）
「池田ロータリー 変えるべきもの、変える
べきでないもの」です。このコロナ渦に鑑み、
会運営についても、いろいろと変化を余儀なく
されるわけですが、当然のことながら、変えて
はいけない点もあるわけでして、この点につい
て、いろいろと考えて案を示し、次年度以降の
活動に繋げて行きたいと考えております。

10 月のスケジュール
6

水

3202 回例会

13

水

休会

20

水

3203 回例会

27

水

3204 回例会
ガバナー補佐訪問/
クラブアッセンブリー②

次に、会員増強・退会防止について、既に述
べましたような行事形態を変えることなどに
より、入会あるいは行事への参加をしやすくす
る基礎を作っていきたいと考えております。
その他、考えていることとして、広義のダイ
ヴァーシティの実現、他クラブ（海外も含む。）
とのオンライン交流を考えております。今回の
合同例会の実施のしかたが、そのための１つの
契機となれば、望外の幸せでございます。
最後に、「変えるべきでないもの」の探求を
しなければならないと考えております。
これまで、「変えるべきもの」を中心に論じ
てきましたが、実は、これは、「変えてはなら
ないもの」が基本にあることが前提となってい
ます。そのような「変えてはならないもの」は、
今後も守り続けていかなければならないと考
えております。
・・・と、当クラブのことばかり申し上げて
しまいましたが、池田くれはロータリー様も、
コロナ渦で難に遭われたかたがたへの「レクィ
エム」の計画があると伺っております。もちろ
ん、当クラブも、いろいろとご協力をお願いし
ましたからには、このような「レクィエム」当
への活動へ協力をさせていただくつもりでお
ります。
このような、池田くれはロータリークラブ様
と当会との関係が、今後とも末永く円満かつ成
熟したものとして続いていくことを願いまし
て、今回の合同例会を締めさせていただきます。

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

夕焼け小焼け
夕やけこやけで 日が暮れて
山のお寺の 鐘がなる
お手々つないで みなかえろ
からすといっつしょに
かえりましょう
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

池田ＲＣのテーマ「池田ロータリー

ポリオプラス基金

9月8日時点累計

5,067 円

9月15日分

980 円

累計

6,047 円

義捐金ＢＯＸ
9月8日時点累計

121,855 円

9月15日分

1,190 円

累計

123,045 円

ニコニコ箱の累計
9 月 15 日現在累計

340,000 円

10 月 6 日（水）例会

『米山月間です』
卓話者：橘高

又八郎

会員

変えるべきもの、変えるべきでないもの」

