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本日の卓話 

『三役就任挨拶』 

卓話者： 
田中 孝史 会長 
暮部 光昭 副会長 
田嶋也寸志 副会長 
橋本 昌也 幹事 
 

 

 

  

いよいよ今年度の例会も最終回となりました。今年度の総括
めいたことは、また後ほどさせていただくこととし、ここでは、
まず１年間本当にありがとうございましたという御礼のみ述べ

させていただきます。 
 さて先日１９日に、池田ＲＡＣ創立５０周年記念式典及び祝

賀会が開催され、本当に多数のかたがたにご参加いただきまし
た。この件についても厚く御礼申し上げます。おかげさまで、式

典・祝賀会とも大成功に終わり、樋口地区ＲＡＣ委員長及び重留
（しげとめ）地区ＲＡＣ代表からも、絶賛のお言葉を頂戴いたし
ました。池田ＲＡＣ会員はもちろんですが、橋本青少年奉仕委員
長を初め関係者の皆様には、１年以上前の準備段階から本当にい
ろいろとお世話になりました。また懇親会ではとても楽しいアト
ラクションを披露していただきました。クイズの中で、５４回と
いうスクワットをされた新見会員、その後大丈夫でしたでしょう
か。 

 この例会が終わりますと、よほど特殊なことでもない限り、

本年度の活動は全て終了いたします。来るべく田中年度に、なる
べく良い状態でバトンを渡すことができるように最低限のこと
はやっておきたいと考えております。 

 重ねまして、１年間、本当にありがとうございました。 
 

 

 

2022-23年度 直前会長  林  功 

（国際ロータリーのテーマ） 

イマジン ロータリー 

 

（池田ロータリークラブのテーマ） 

心ひとつ  

～信念をもって誠実に続ける～ 

 

2022-23 年度ＲＩ会長 ジェニファー E. ジョーンズ ■地区ガバナー 宮里 唯子  
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例会場  池田商工会議所 2F 
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       FAX （072）752-7800 
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幹事 林原みどり 

（地区より） 

① ハイライトよねやま vol.267 

（林会長、林原幹事、米山奨学会担当橘高会員、

米山カウンセラー新見会員） 

 

② ウクライナ支援報告のお願い 

（林会長、林原幹事） 

 

③ 米山奨学生学友会（関西）2021-22 年度会報 

Vol.38 

（林会長、林原幹事、米山奨学会担当橘高会員、

米山カウンセラー新見会員） 

 

④ 【オンライン参加方法及び資料配信】 2022

年 RI 規定審議会報告会 

（林会長、林原幹事、田中会長エレクト、橋本

幹事エレクト） 

 

（大阪大淀ロータリークラブより） 

⑤ 2021-22 年度第 4 回・2022-23 年度第 1 回 IM

第 1 組会長幹事会議事録送付の件 

（林会長、林原幹事、田中会長エレクト、橋本

幹事エレクト） 

 

（池田ローターアクトクラブより） 

⑥ 池田ローターアクトクラブ創立 50 周年記念

式典ご出席のお礼 

（会員各位） 

 

（池田市美術展運営委員会より） 

⑦ 第 63 回池田市美術展開催に伴う委託賞のご

恵贈について（お願い） 

（林会長、林原幹事、田中会長エレクト、橋本

幹事エレクト） 

 

 

 

 

 

 
出席報告 木平 朝子 会員 

   

 ○出席数  21 名 

 ○会員数  28 名 

 ○出席率 75％ 

 

〇前々々回 6 月 1 日（水）       

   補正出席率 89.28％ 

 

  メーキャップ 

      井上 裕子会員（親睦会） 

  北林 寛崇会員（親睦会） 

    近藤 秀一会員（心斎橋 RC） 

  柴田 宜孟会員（親睦会） 

 

 

 

 

 

ニコニコ  担当：溝口  聡 会員 

 

田中 孝史会長：林会長、林原幹事一年間ご苦 

労様でした。感謝！ 

橘高又八郎会員：林会長ごーる到着お疲れ様で 

した。 

明石 巧 会員：林年度お疲れ様でした。 

北野 紀之会員：林会長本当にご苦労様でした。 

林  功 会員：1 年間本当にありがとうござ 

いました！ 

田嶋也寸志会員：林会長、林原幹事、一年間お 

疲れ様でした。本日、私用の欠 

席します。退任のお言葉が聞け

ずに残念です。 

暮部 光昭会員：林会長 1 年間お疲れ様でした。 

柴田 宜孟会員：林会長、林原幹事、一年間あ 

りがとうございました。 

名村研二郎会員：今年度最終例会です。1 年間 

色々とありがとうございまし

た。 

 

四つのテスト        １ 真実かどうか     ２ みんなに公平か 

✤ニコニコ BOX✤ 

 

✤幹事報告✤ 

 

✤出席報告✤ 
 



  

 

 

 

豊田 脩一会員：林会長、林原幹事、3 人の副 

会長お疲れ様でした。また、あ

りがとうございました。 

奥村 勝彦会員：3 役の皆さん、一年間ご苦労 

様でした。 

林原みどり会員：一年間ありがとうございまし 

た。 

北林 寛崇会員：一年間ありがとうございまし 

た。 

橋本 昌也会員：先日の池田ローターアクトク 

ラブ創立 50 周年記念式典は、

皆様のご協力を頂きまして無

事に終える事ができました。有

難うございました。 

親睦会一同  ：1 年間お世話になりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SAA 永田 大介 会員 

 

池田ローターアクトクラブ 会長 

室井 沙樹 様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

池田ローターアクトクラブ OB 

東條 暁之 様 

 

 

 

 

 

 

『三役退任挨拶』 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

林 功 会長 

 
この１年間、本当にあっと言う間に過ぎてしまいまし
た。会長エレクト時代には、「池田ロータリー 変え
るべきもの、変えるべきでないもの」を考えつつ、あ
れこれとやってみたいことはありました。しかし、い
ざ会長になってみると、まさに全力疾走で、事前に考
えていたことがほとんど実現できませんでした。それ
にも関わらず、３名の副会長、林原幹事を初めとする
皆様が、私のようにデキの悪い会長を１年間いろいろ
と支えてくださり、本当にありがとうございました。 
 その中で、この１年間でやったことを無理矢理でっ
ち上げてみますと、以下のようなものになろうかと思
います。 
１ コロナ禍においても例会を必ず実施できたこと 
  これは、特に池田ＲＡＣさんの例会に参加させて
いただきながら考え続けていたことでして、池田Ｒ
ＡＣさんからいろいろとヒントをいただきながら
例会実施方法を模索し、特にＳＡＡさん及び親睦委
員会さんの多大なご協力を得て、何とか全回実施で
き、しかも多数のかたがたのリアル出席をいただく
ことができました。 

２ 池田ＲＡＣ５０周年記念事業、記念式典及び祝賀
会の実施 

  これは、１年以上前から計画されていたところ、
特に青少年奉仕委員会さんの多大なご協力を得て、
おかげさまで成功させることができました。ドライ
ブインシアターという発想は池田ＲＡＣならでは
というもので、事前・事後を通じ、多大な反響を呼
んだことはご存じのとおりです。また、先日の記念
式典及び祝賀会につきましても、地区ＲＡＣ委員長、
ＲＡＣ地区代表からも過分なお褒めのお言葉をい
ただきました。 

３ 年末家族例会及び春の親睦会の復活 
  これは、特に親睦委員会さん（春の親睦会では、
さらに職業奉仕委員会さん）の多大なご協力を賜り、
何とか復活させることができました。やはり、人が
集まって楽しむということは、リアルで実施するこ
とがベストであることを痛感いたしました。 

✤前回の卓話✤ 
 

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 

か     ４ みんなのためになるかどうか 

✤お客様のご紹介✤ 
 



  

 

 
 
 私にとり、この１年間の会長という役職は大変では
ありましたが、とても楽しいものでした。できなかっ
たことは、できたことの何倍もあるのですが、これは
私の不徳の致すところであり、本当に申し訳ございま
せんでした。 
 次の年度は、田中会長がバリバリと当会を引っ張っ
て行ってくださるものと期待しております。私も今度
は末席から、田中体制を応援させていただきたいと考
えております。 
 １年間、本当にありがとうございました。 

**************************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

名村 研二郎 副会長 

 
今年度、林会長の下、1 年間副会長を務めさせて

いただきましたが、その大役を果たすことができた
のかどうかは正直分かりませんが、こうして退任挨
拶の場にたたせていただいている今は、正直ホッと
しています。 
会長がテーマに掲げられた「池田ロータリー 変

えるべきもの、変えるべきでないもの」という観点
から振り返ってみると、コロナ禍にあったこともあ
りますが、従来のリアルな例会の形を取り戻してい
くということの大切さを痛感しました。池田 RC に
おける「例会」という意味では「変えるべきでない
もの」がたくさんあり、それを「取り戻す」という
感覚の 1 年でした。またクラブアッセンブリーでお
伝えしましたが、プログラムの中に「シェイクハン
ド」も取り戻したいという気持ちは強く持っていま
す。そこは次年度に引き継ぎます。 
年度後半に親睦の機会も取り戻すことができ、こ

れもまた大切な部分であることは多くのメンバー
が感じておられるところではないでしょうか？
様々なメンバーと話ができる機会は本当に貴重で
す。 
もちろん、細かい点においては「変えるべきもの」

はたくさんあるとは思いますが、それは「改善する」
というよりも「発展させる」という感覚で捉えてい
くべきことであり、会員増強やイメージ向上という
点においてはまだまだ工夫をしていくべきことだ
と思います。例えば、入会にあたりハードルを下げ
誰にでも迎合することは違うとは思いますが、真剣
に入会したい人や続けていきたい人、また是非入会
してほしい人に対して、入会や継続をしやすい環境
を整備する工夫は必要だと思います。例会の回数や 

 

 
 
時間は守りながら、事業や親睦の場などでメンバ

ーシップを深めていくこともできるかもしれませ
ん。 
また池田ローターアクトクラブがより独立性が

強くなる中、池田 RC との関係性も課題の一つです。
言い方は悪いですが、池田 RC の持つ資金力や人脈
と、池田ローターアクトクラブが持つマンパワーや
発想を上手く融合できれば、色々な可能性が広がる
と思います。 
さらに副会長という役割はあまり固定されていな

いという点においては、自分なりにフットワーク軽く
動けたかなと思っています。特に池田ローターアクト
クラブの 50 周年に関わる事業や式典にもいっちょか
みしてきたことは、イベント好きの性格としては楽し
かったですし、若者たちの成長を目の当たりにするこ
とで刺激をいただきました。また例会の準備や運営に
関わることも、ロータリーにおける一つのライフワー
クみたいなものと思っているので、楽しくもありまし
た。 
 最後になりますが、体調がすぐれない中でも会長職
を全うし、池田ロータリーをけん引していただき、ま
た私にこのような副会長としての役割を与えていた
だいた林会長をはじめ、1 年間ご協力いただいた皆さ
んに心より感謝申し上げ、退任の挨拶とさせていただ
きます。 

**************************************************** 

井上 裕子 副会長 

こんにちは。今期、名ばかりの副会長の井上です。
もう少し林会長のお手伝いができると思っていたの
ですが、欠席が多く申し訳ありませんでした。せめて
RAC や親睦の会には積極的にと心掛けてはいたもの
の、何のお役にも立てなかった私でしたが、林会長は
常にやさしく声をかけてくださり、本当にありがたい
と思っております。あと 1 年ほどは同じような状態が
続くと思われますが、どうか今後ともよろしくお願い
いたします。 

**************************************************** 

鶴原 英生 副会長 

 昨年の７月に副会長を仰せつかり会長、そして皆
様の何かお役に立てればと思っていたのですが、就
任まもなく病気になってしまい、ほぼ何も出来ず、
逆に会長初め役員、委員長、ロータリーの皆さんに
ご迷惑とご心配をかけるだけの 1 年でありました。 
 どうぞ、これからもお互いに健康に留意しながら
永く、仲良く見守っていただけるように願うばかり
です。 
 一年間、誠にありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

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」 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

林原 みどり 幹事 

光陰矢の如し、あっという間の 1年間でありました。 
先ずは、林会長はじめ池田ロータリアンの皆様、事務
局佐藤様 女川様 至らぬ幹事役でしたが温かく見
守ってくださり誠にありがとうございました。 
振り返って、あの時こうすればよかった、もっと活動
することがあったのではないかと色々反省すること
も多い 1年でしたが、就任当初から掲げておりました、
コロナ禍においても例会は極力開催する。 
これに関して遂行できたことは、とても喜ばしい事

であると思っております。 
ただ、お詫びしなければならないことは本年 1 月当

社がコロナ感染のクラスターを出してしまい、私自身
が 2 週にわたり欠席をし、会長・副会長他皆々様にご
迷惑をおかけしたことです。 
また、70 周年の準備委員会の発足が遅延し、ロータ

リアンの皆様に後押ししていただき何とか実行委員
会を来年度、会長幹事へバトンタッチできるようにな
りました。 
反省は数々ございますが、会長の寛容なお心と皆様

の優しさが身に染みる 1 年でした。  
数少ない、親睦会（クリスマス例会・春の親睦旅行）

も親睦委員会皆様の協力で本当に楽しい時間を過ご
す事が出来、コロナ禍の殺伐とした心を癒して下った
ことに感謝しております。 

各委員会委員長の方々、ロータアクトの方々も制限
がありながらも、できる限りを尽くされ、奉仕活動を
行ってこられたことに敬意を表します。 
ロータリアンの集いのすばらしさを実感できた 1年間
でありました。 

2022-2023年度幹事様に次のバトンをお渡しいたし
ます。 
どうぞよろしくお願いいたします。 
最後に本当に 1 年間ありがとうございました。 

 
 
7 月のスケジュール 
 

6 水 3228 回例会 

三役就任挨拶 

13 水 3229 回例会 

クラブアッセンブリー① 

20 水 休会（祝日週） 

27 水 3230 回例会 

納涼例会(RAC との合同例会) 
 

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 
 

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 
    
 

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 

 
 

 
 
 
 
 
 
   

 

 

 

 

 

 

義捐金ＢＯＸ

6月15日時点累計 97,928 円

6月22日分 1,879 円

累計 99,807 円

2021-22義捐金BOX累計　次年度へ繰越

 

 

7 月 13 日（水）例会 

『クラブアッセンブリー①』 

担当：各委員会委員長 

 

ニコニコ箱の累計 

2020-21 年度ニコニコ累計 

  6月 22日現在累計 1,192,230円 

 

 

 

ポリオプラス基金

6月15日時点累計 37,326 円

6月22日分 640 円

累計 37,966 円

振込手数料 440 円
2021-22　R財団へ寄付　 37,526 円
次年度繰越金なし

 
 


