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7月4日のニコニコ報告
加藤 光祥 会長 … これからの1年、よろしくお願い
します。

席

報

例会回数
Ａ 会員数
Ｂ 出席免除者

奥山 裕治副会長 … 加藤会長、國司幹事、1年間よろ
しくお願いします。

Ｃ 出席義務者数 ＡーＢ
Ｄ 出席義務者

服部 潤承 会員 … 加藤会長年度のスタートを祝して。

欠席数

Ｅ 出席義務者出席数

高原誠一郎 会員 … 新年度、加藤年度のスタートで
す。加藤会長、國司幹事よろしく
お願い申し上げます。
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山内 邦夫 会員 … 新会長さんがんばって下さい。
哲 会員 … 加藤会長年度初例会を祝して。
妻の誕生日です。

池田 吉清 会員 … 加藤さん宜しく!!
岡本

厚 会員 … 加藤会長1年間よろしくお願いい
たします。

吉井 順子 会員 … 輝かしい1年の夜明けですネ。
よろしくおねがい致します。
石田 貴子 会員 … 加藤さん1年間お願いします。
今井 卓哉 会員 … 加藤会長、國司幹事1年間よろし
くお願いいたします。
乾

禎則 会員 … 加藤会長、國司幹事すばらしき１
年間でありますように

新年度方針

沢田 武司 会員 … 加藤会長、國司幹事1年間よろし
くお願いいたします。

副会長

奥山裕治

本年度の加藤会長の方針「《IMAGINE》未来を」の
もと、國司幹事とともに会長をサポートしてまいり
ます。
池田くれはロータリークラブ細則には、副会長は、
会長不在の場合は本クラブの会合および理事会の会
合において議長を務め、その他通常その職に付随す
る任務を行うことを任務とすると規定されていま
す。
また、クラブ奉仕委員長は副会長が兼任し、クラ
ブ奉仕の諸活動すべてに対して責任を持ち、各特定
分野に設置されるあらゆる小委員会の仕事を監督・
調整する任務を持つものとすると定義されています。
さらに、今年度は加藤会長から会員増強というと
ても重要な仕事を任されました。
会員増強は、リーダーの熱意＋会員全員のやる気、
会員全員で取り組める組織としての仕組みが必要で
すので、皆様、ご協力お願いいたします。

子安 丈士 会員 … 加藤会長、1年間よろしくお願い
します。
飯原 多香 会員 … 新年度のスタートをお祝いして。
誕生日を迎えました。
本日の合計

國司真相

本年度、加藤会長の元で、幹事を拝命しました國
司でございます。幹事就任にあたりご挨拶申し上げ
ます。
加藤会長をサポートし、今年度のロータリー活動、
各事業が、スムーズに運営できますよう精進する心
持ちでおります。クラブ運営方針｢《IMAGINE》未来
を｣に則り、三つの柱、意味意義未来に立ち戻りそ
こから外れないように、また事業が盛りだくさん、
次年度は40周年・ロータリーデー担当ということで
あります。なによりも事業等には準備が大切と先日
来、お話を頂いておりますので、早めの準備を心が
けます。
会長を始め、副会長・理事様・会員様とまた各事
業の委員会と密に連絡をとりながら進めてまいりた
いと考えておりますので皆様のご協力をお願い申し
上げ就任のご挨拶とさせていただきます。

武 会員 … 加藤年度の船出を祝して。

坂田 妙子 会員 … 米山学友会関西総会大盛会200名
の方にご出席いただきました。
正岡

幹事

75,000円

国際ロータリー第2660地区のホームページに、
6月12日のレクイエム音楽祭の報告記事が掲載さ
れましたので、ぜひご一読ください。
https://www.ri2660.gr.jp/c_report2021/archiv
es/20220705_4903/
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副会長／奥山裕治

幹事／國司真相
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名

北川 智司 会員 … バズセッション欠席お詫びします。

新年度方針

会長／加藤光祥

名

88.88 ％

出席率

《IMAGINE》未来を

名

22

Ｆ 出席免除者出席数

庄田佳保里 会員 … 新年度社会奉仕委員長がんばりま
す。1年間どうぞよろしくお願い
致します。

2022～2023年度

四つのテスト

2022 年 7 月 4 日

例会日

國司 真相 幹事 … 新年度です。どうぞよろしくお願
いいたします。

告

7月11日(月)

7月18日(月)

「葬儀のルールとマナー」

例会休会

卓話担当：小森

会長の時間

会長

「私の仕事」

海の日のため

正 会員

加藤光祥

7月25日(月)

卓話担当：北川智司 会員

7月４日の幹事報告
①本日、第１回理事会を開催いたしました。
②地区より、2022-23年度IM第1組第2回会長幹事
会のご案内が届いております。（会長幹事宛）
③ロータリー米山記念奨学会より、米山奨学生の
方の出国時についてお知らせが届いております。
（会長、クラブ米山奨学委員長、カウンセラー
事務局宛）
④地区より、2022-23年度クラブ職業奉仕委員長
会議のご案内が届いております。
（会長・職業奉仕委員長宛）

本日は世界人口デーです。
2022年度 79億5400万人で昨年に比べ 7900万人
増加し、日本は1億2600万人で世界11位ですが、

⑤地区より、ガバナーノミニー・デジグネート
（2024-25年度ガバナー候補者）の通知が届い
ております。（会長宛）

前年比15歳未満では25万人、15～64歳では59万人
減少し、65歳以上は18万人増加しています。労働
人口が84万人も減少しています。

７月のロータリーレートは、１ドル136円です。

赤ちゃんを産み育てる環境も厳しく、将来への
不安もあり、人口が増える見込みはありません。

7月４日のビジター

人口増による人口ボーナスと言われる経済効果
は望むべくもなく、国力の低下が危惧されます。
国家としての安心安全を守る為にも、資源に恵ま
れない日本は

人材こそ最大の資源といえると思

います。ただ、期待する若い日本人の上昇志向、
バイタリティーは欧米・中国・韓国などの諸国に
比べ明らかに低いとするデータがあります。だか
らこそ日本を背負って立つ若い人材が求められて
います。
若い事業家ロータリアンこそ、その可能性を秘
めています。
出でよ日本を救うロータリアン、池田くれはを背

米山奨学生

負って立つ新会員。
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蔡

真彦

様

・池田くれはRCとして後援会に加入する事になっ

第1回理事会議事録

た。（年会費：10,000円）

日

時

2022年7月4日（月）17時20分～18時00分

場

所

ブリッジ

出席理事数

2022-23年度初例会

木槌引継ぎ

会長バッジ引継ぎ

直前会長へ記念品贈呈

直前幹事へ記念品贈呈

承認
協議事項

11名

・池田くれはジュニアパラスポーツ祭（青少年・

加藤光祥、服部潤承、高原誠一郎、國司真相
奥山裕治、青井秀浩、小森
中村

2022-23年度初例会

国際奉仕委員会）について

正、庄田佳保里

池田市立五月山体育館が、2023年３月まで予約

武、坂田妙子、北川智司

出席オブザーバー1名

今井卓哉

が一杯。４月からの予約は2022年10月以降に申

欠席オブザーバー1名

中西博之

請をして、決定は2023年１月になる。
五月山体育館はハードルが高いので、池田小学

（全て敬称略）

校の体育館を検討する事になった。
審議事項
第１号議案 ガバナー公式訪問・ガバナー補佐訪問の件

・会員増強（クラブ奉仕委員会）について

・ガバナー補佐訪問

専用のチェックシートを使用して不足している

10月17日（月）17:00～クラブ協議会
役員理事参加

項目を補う。

例会卓話担当：中村会員

●職業の多様性

・ガバナー公式訪問

（弁護士、中小企業診断士、社労士、医師を

10月31日（月）17:30～会談

ターゲットにする。）

会長・幹事・副会長・会長エレクト・副幹事
地区出向者参加

●会員数の停滞や減少

例会卓話：宮里唯子ガバナー

（入会候補者情報ワークシートをクラウドで作

・その他今後の予定

成し共有する。）

７月11日（月）池田RC 会長・幹事来訪予定

●会員の退会を防止する。

７月12日（火）IM1組会長幹事会

●ポスターやリーフレットを作成してＰＲする。

７月13日（水）池田RC例会出席

会長・幹事

●色々な会員種類を検討する。

９月12日（月）池田RC合同例会 卓話担当：新谷会員

（ＯＢ会員、法人会員、家族会員等）

承認

●例会の出席義務を緩和する
●ホームページを充実させて、ＰＲする。

第２号議案

ニコニコ会計の件
報告事項

・一般会計より、ニコニコ会計へお金を振替る。
金額は、ニコニコノートを確認して決める。

・年間行事予定表について

承認

印刷後、卓話者の変更はないが日程が変更に
なったところがある。

第３号議案

家族移動例会の件

・2022年９月10日（土）
予算：30名として

イベントの日程が決定し、ズレの生じていると

貴船川床料理にて

ころがある。

新年度方針

629,100円（＠20,970円）

（別紙：名鉄観光サービス株式会社見積書参照）

國司幹事

新年度方針

奥山副会長

・インターアクト研修旅行実施の件

承認

期

間：2022年８月２日（火）～３日（水）

研修先：国際ロータリー第2710地区（広島）
第４号議案

ウエルネスごみひろいin猪名川の件

参加申込・資料提出締切：2022年７月８日(金)

・名称：いながわ100人ゴミひろいDAY
・日程：2022年11月26日（土）13:00～16:00

・2022-2023年度クラブ職業奉仕委員長会議の件

・場所：猪名川河川敷（詳細は調整中）、ダイハ

2022年８月６日（土）小森委員長

ツ年金基金会館

（入会３年目までの新会員の出席も推奨する。）

承認
第５号議案

要出席

申込締切：2022年７月13日（水）
池田ジュニア合唱団

次回理事会予定

後援会加入の件
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8月1日17：30～ ブリッジにて。

直前会長へ花束贈呈

7月のお誕生日お祝い
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