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令和 2年 6月22日　最終理事会
1年間ありがとうございました

前回の記録

会長挨拶	 橋本（徹）会長

6 月20日、21日ロータリーバーチャル国際大会が
WEB配信されました。
第 1回本会議：ロータリーと共に“ちから”をつなご
う。第 2回本会議は、ロータリーと共に学びを深めよ
う。でした。新型コロナウイルス感染症の関係でロー
タリークラブとして集まることはできなくなりました
が、皆がロータリー活動のやり方を変化させ、新型コ
ロナウイルス感染症に対する取り組みも多く行われて
いる報告もありました。ポリオに合わせ、新型コロナ
ウイルス感染症の問題等さらにロータリークラブの必
要性を述べられていました。
6月のロータリーのテーマは、ロータリー親睦活動

月間です。
ロータリーで言う親睦は、英語でフェローシップ

（Fellowship）となっています。

日本語で『親睦』と言えば、私たちは、宴会やゴル
フや旅行など交流・懇親をさすことが多いわけです
が、フェローシップとは、『何かを一緒に行う、また
は利害を分け合う人々の行いで生まれる友情の感情、
仲間意識、連帯感』と言う意味になります。
RIの提唱する親睦活動とは、クラブの枠を超えた
友情に基づく世界的なネットワークの中で育まれる奉
仕活動です。RIには、同じ関心や趣味、職業をもつ
世界中の仲間と楽しく交流できる方法として「ロータ
リー親睦活動グループ」があります。調べますと92の
グループありました。
例えば、 4WD車、ビール、警察、住まいの交換、
顎ひげと口ひげ・・・などのグループがあり、そのよ
うな趣味や職業を生かして奉仕活動を行っています。
親睦活動に関心のある方ならどなたでも参加できま
す。世界中に会員がいるロータリーならではの国際交
流のチャンスです。 6月は、このような親睦活動を推
進するよう奨励されています。ぜひチャレンジしてみ
てください。
そして、 6月は、私たち吹田西ロータリークラブの
創立月です。一年を振り返り、今後に向けて考える月
にしましょう。今日の卓話は、一年間頑張っていただ
きました、理事 5人の報告です。その機会になると思
いますので、どうか皆さんよろしくお願い致します。

ゲスト紹介	 親睦活動委員会　瓜生委員

本日のお客様は米山奨学生のサンダリさんにお越し
頂いております。
例会をお楽しみください。
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本日の例会

第1774回例会　令和 2年 6月29日
今週の歌　「四つのテスト」
　 1年間の総括� 橋本　徹也�会長
　次年度の活動方針� 由上　時善�会長エレクト

次回の例会

第1775回例会　令和 2年 7月 6日
今週の歌　「君が代」　「奉仕の理想」
　新年度挨拶� 由上　時善�会長
� 伊藤　泰充�副会長
� 塚脇　　洋�SAA
　本年度主要行事予定� 木田　昌宏�幹事



幹事報告	 堀幹事

1 ．�郷上会員と郷上会員ご夫人の誕生日祝いを橋本会
長よりお渡しします。

2．本日例会後に理事会があります。
3．�クラブ概況の原稿依頼を担当者の方のBOXにお
入れしました。 7月15日までにデータで事務局ま
でお送り下さい。

4．�米山奨学生サンダリさんより一言挨拶いただきま
す。

出席報告	 出席委員会　阿部委員長

●会　員　数　50名　　出席会員数　43名
●来　　　客　 1名　　本日の出席率　93.48％
● 3月 2日の出席率（メーキャップ含む）100％

地区国際奉仕委員会	 木下委員長

来年度台北で開催予定のロータリー国際大会の申込
みが始まり、本日6月20日～26日の間、登録料（＄315）
がお安くなっています。皆さん、参加・登録をお願い
致します。
2020年 6 月20日～26日：特別プロモーション割引
2020年12月15日まで：早期登録による割引
2021年 3 月31日まで：事前登録による割引
2021年 6 月16日：オンライン登録の最終日

次年度幹事報告	 木田幹事エレクト

6 月29日19：00より次年度理事役員会
7月 6日19：00よりクラブ協議会があります（理事

役員及び委員長）
メールにて出席確認致しますのでご参加の予定よろ
しくお願い致します。

会報委員会	 榎原委員長

今週の会報の国際奉仕委員会報告のキアティサッ
ク・タイ元提督の感謝状の和訳が間違ったものになっ
ております。お詫び申し上げます。

米山奨学生	 サンダリさん

皆様、こんにちは。お久しぶりです。皆さん元気で
すか？コロナで私は時に変わりはありませんし、お陰
様で元気です。スリランカも早期対策を取ったため感
染者数が収めているけれど、世界中からコロナが消え
ますように心から祈っております。大学の授業も春学
期すべてオンライン授業として決定されました。現在
4年生なので就職活動をしている中、色々変わってき
ていて上手くいかないところもありますが諦めずに最
後まで頑張りたいと思います。皆様応援の程宜しくお
願いします。
最後に、RCの今年度がそろそろ終わりになります
が、一年間カウンセラーとしてお世話をしてくださっ
た長屋さん、ありがとうございました。又会長及び理
事会の皆さん、一年間お疲れ様でした。そして皆様と
一緒にいる時間が後 9ヵ月になりますが、引き継ぎご
指導、ご鞭撻を頂ければ嬉しいです。ありがとうござ
いました。

ニコニコ箱	 村井SAA

●郷上会員　吹田西の皆さん、長らくお世話になりま
した。瀧川さん、当会紹介ありがとうございます。
●橋本（徹）会長　あと1週間よろしくお願い致します。
●青木会員　遅まきながら息子の代になり、 4月に医
院拡張改装を施しました。
●清水（良）会員　 1年間、社会奉仕のご参加ありがと
うございました。
●島倉会員　いつもありがとうございます。感謝です。
●矢倉会員　皆さんとの再会を喜んで。
●橋本（芳）会員　ロータリーバッジ忘れました！
●荻田会員　やっと仕事が落ち着きそうです。
●河邊会員　残り10日となりました。
●瀧川会員　皆さんお元気で何よりです。

　　　　　　　　本日のニコニコ箱� 58,000円
　　　　　　　　累計のニコニコ箱� 1,291,000円
　　　　　　　　累計ニコニコB� 13,500円



1 年間の総括�
� クラブ奉仕委員会　橋本　芳信�理事

今年度はコロナの影響で 4月、 5月、 6月の例会が
出来ない状態でした。
クラブ奉仕としましてもプログラムが中止と大変な
なかプログラムの坂本一成委員長が会長の方針であり
ます40周年にむかって盛り上げる為に色々と急な変更
にもめげず、頑張って頂きました。
プログラム委員会の皆さん共々ありがとうございま
した。
家族会も 2回の開催となりましたが親睦活動委員会
の皆さんで盛り上げて頂きました。橋本親睦委員長及
び親睦委員会の皆さんありがとうございました。
クラブ会報も休会の中でも届けて頂き感謝していま
す。榎原委員長及び委員会の皆さんありがとうござい
ました。
記録の方もFacebookでの早いアップ感謝していま
す。しかしHPがあまり活用できていないのが残念で
したが仁科委員長及び委員会の皆さんありがとうござ
いました。
今回は季節の歌で楽しく歌わせて頂きました、本田
委員長及び委員会の皆さんありがとうございました。
ホームクラブ100％例会を実現したかったですが…
出席100％は続いています。
阿部委員長及び委員会の皆さんありがとうございま
した。
そして、今年度は吹田西RCの定款細則改定があり
ました。研修情報・規定委員会の井伊委員長及び委員
会の皆さん大変感謝いたします。ありがとうございま
した。
そして純増 2名の会員が入会しました。家村拡大委
員長及び委員会の皆さんありがとうございました。
クラブ奉仕委員長としては、あまり、皆さんのお役
には立っていませんでしたが、例会運営には村井
SAA及び副SAAの皆さんが頑張って頂いたので何と
かうまく出来たと思います。
40周年記念講師例会等クラブ奉仕として皆さんが頑
張って頂いたので少しは40周年に向かって盛り上げら

卓　　　話 れたと思います。式典はできませんでしたが40周年の
思いは引き継がれると思います。
そして、クラブ奉仕委員会は炉辺談話報告をしてい
ませんでしたので報告させていただきます。
7 月26日に場所は江坂中国料理 翠園にて行いまし

た。
クラブ奉仕担当の炉辺談話は50周年に向けてのビ
ジョンの為、40周年に留まらず永遠に存続して行く為
の今後のクラブ奉仕についてというテーマで参加者一
人一人話していただきました。参加者は19名でした。
それでは皆さんの率直な意見を発表します。
吹田西RCはアットホーム、居心地の良いクラブ、
メンバーはフレンドリー、メンバーとの絆を感じる、
楽しいクラブ、誰とでも話がしやすい、仲の良いクラ
ブ。と今の吹田西RCの良さが伺えます。それにより
月曜日が来るのが楽しみ、出席率が100％というのは
みんなが来やすいから、などなど。
皆さんの共通意見として、今後もこの状態を維持を
していってほしいとのことです。他のクラブにない魅
力が吹田西RCにはあると思います。
けれども､ JCやロータアクトなど何も関わりなく
入会された方には最初はあまり声が掛からなく、独り
ぼっちで辞めたくなったという意見もありました。
やはり積極的な声掛け、事業や同好会などの参加の
お誘いなどが大変重要だと思いますので、積極的に皆
さんでお誘いよろしくおねがいします。
それにより拡大の一つの柱である、退会者をなくす
事に繋がると思います。
そして、ロータアクトの存在や、ロータリーファン
を沢山作ることが大事だと。
外に向かっての積極的な広報が大事。我々RCはラ
イオンズのようにやった事業等をあまり宣伝していな
い。その他に家族会においてもロータリ家族共々地域
の方々と交流する機会があれば良い。やはり色々な方
に我々が楽しくやっている事を色々な方に知ってもら
う事が後々の拡大に繋がると思います。
今後50名体制を維持する為にも上記の事を進めなが
ら、新しい世代や女性会員の今後の拡大にとって大切
になってくると思います。
クラブ奉仕の事業的には特別でないので、あまり変
わった事をするのではなく基本に基づいて進め、その
時の会長の特色を出してほしいとの意見もあり入会金
の変更、メーキャップの事などは今後に是非議論して
決めていってほしいとの事です。例会にただ単に参加
するのではなく、パスト会長さんも含め色々な役割を
もって参加する事が大事だとの意見もありました。
皆さんの意見等を聞かせていただき、本当に吹田西
RCが好きで集まって頂いていることがひしひしと伝
わってきました。クラブ奉仕としましては、今後は変
えるべき所は議論し変えていき、変わらないほうが良
いところは維持していき、会長方針に則り皆さんが好
きで楽しく集まれる場を作って行きます。
基本は忠実に進め、やはり多くの皆さんに我々の活



動を知ってもらう広報活動には力を注ぎ、一人でも多
くのロータリーファンを増やす活動を邁進します。
今年度のクラブ奉仕としましては、まずはこの40周
年を盛り上げる為、頑張りますのでよろしくお願いし
ます。以上が報告です。
皆さんの思いを羅列させていただいたので、わかり
にくい文章になっていますが皆さんのこれらの思いが
今後引き継がれると思います。
ありがとうございました。

� 職業奉仕委員会　近藤　　亘�理事

年初に挙げた職業奉仕活動計画は、
1．�会員企業が実施している職場体験学習の実施内
容を纏めて報告する。

2．�会員職業に基づく有益な情報を例会の卓話で会
員に提供する。

3．�会員の協力を得て地域の小・中学校に職業学習
の出前授業を実施する。

4．�自己の職業を生かした電子工作教室を実施する。
でしたが、 1 項目の本年度の職場体験学習は青木会
員、清水大吾会員、髙木会員、塚脇会員、西村会員の
5名から詳細の実施報告をいただきました。
この内容を一覧表に纏めた後に、役所や学校に配布
を考えておりましたが新型コロナ感染症で休校が続
き、学校現場も授業時間が圧迫されており実施も不透
明な状況なので、一覧表に纏めて次年度に引き継ぐこ
とにしました。
2項目の会員職業に基づく有益な情報を卓話で提供

するについては、プログラム委員長のご協力もいただ
き、 9月末から会員弁護士 3名による卓話シリーズを
実施していただきました。
3項の出前授業と 4項目の自身の職業を生かした電

子工作教室の実施については、学校年度の終了前の空
いた時間を考えておりましたが、新型コロナ感染症で
学校が長期休校になり、電子工作の教材製造メーカー
も活動自粛され、材料の部品メーカーの輸出入が困難
になり実施出来ませんでした。
また、炉辺談話でクラブ内の卓話や学校の出前授業
以外で職業奉仕活動について、出席された11名の方か
ら意見をいただきましたが、橋本徹也会長から地元施
設を見学学習してみてはとヒントをいただき、芳野町

に在るトヨタL&Fの大阪カスタマーズセンターの学
習見学を理事会に上程しておりましたが、これも新型
コロナ感染症の関係で見送りすることになりました。
実施する相手と新型コロナ感染症の影響が有りまし
たが、もっと早い時期に推進してればと大いに反省
し、報告とさせていただきます。

� 国際奉仕委員会　西村　元秀�理事

2019-20年度の国際奉仕担当理事として 1 年間努め
させていただきました。前半は11月20－24日のクリー
ンウォータープロジェクトのナコンパノム訪問ですが
皆さんのご協力の下で本年度も無事タイ ナコンパノ
ムの小中学校 2校に冷却装置付き浄水器を地元ロータ
リークラブとの共同事業で贈呈することができまし
た。今回の派遣団に参加いただいた小林パスト会長、
橋本徹也会長、木田会員、榎原会員に、また現地で極
力いただいたキアサテック提督、アリサさんに深く感
謝申し上げます。本来ならば 6月 1日の40周年記念式
典に両名ならびにナコンパノムRCの皆さんが参加し
ていただくことになっていましたが今回コロナで中止
となり誠に残念です。提督のお祝いの言葉を 6月15日
の例会で披露させていただきました。その中にもあり
ましたがこの事業が末永く継続できることを祈ってお
ります。後半は40周年式典への外国来賓の受け入れと
国際ロータリーハワイ大会の参加支援でしたがどちら
もコロナで中止となりました。引き続き皆様の国際奉
仕へのご支援の継続に期待して私の年度末報告とさせ
ていただきます。 1年間ありがとうございました。

� 社会奉仕委員会　清水　良寛�理事

本年度の当委員会の方針は、「会長方針に基づき、



地域社会への持続可能な貢献活動を行う」でした。
従前から継続されている社会奉仕活動については、
持続的に実施し、また、40周年を記念して、将来に向
けた活動を実施することを目標としました。
継続的な社会奉仕活動としては、まず、「毎月 1 日
はクリーンデイ」活動を挙げることができます。
今年度のスタート初日である 7月 1日につきまして
は、あいにくの雨天のために、清掃活動を中止しまし
たが、清掃活動後に予定していた「ポリオ撲滅に関す
る看板」の除幕式のために多くの皆様にご参集いただ
きました。
この「ポリオ撲滅に関する看板」は、当クラブの40
周年を記念して、江坂公園の噴水北側の「ローソン」
の店舗のうえに、ポリオ撲滅に関する活動を広報する
ために設置したものです。また、この看板には、毎月
1日はクリーンデイ、という当クラブの活動も掲載し
ています。
看板の除幕式は、あいにくの雨の中、18人の会員の
皆様に参加していただきました。
除幕式の様子については、J：COM様に取材してい
ただき、橋本会長のインタビューを含めて、ケーブル
テレビのニュース番組内で放送されました。橋本会長
によって、ロータリーのポリオ撲滅に関する取組や当
クラブのクリーンデイ活動の歴史などが、分かり易く
説明されました。
8 月 1 日の江坂企業協議会主催のクリーンデイに

は、橋本会長、瀧川パスト会長、紙谷会員、山下会
員、阿部会員、本田会員、仁科会員、橋本（幸）会員、
塚脇会員、髙木会員、清水（良）の計11名が参加し、10
月 1 日の当クラブ主催のクリーンデイには、橋本会
長、塚脇会員、川邊会員、橋本（幸）会員、島倉会員、
仁科会員、榎原会員、本田会員、角谷会員、清水（大）
会員、堀会員、矢倉会員、坂本（一）会員、清水（良）の
計14名のメンバーが参加し、11月 1 日（金）のクリーン
デイには、橋本会長、堀幹事、紙谷会員、山下会員、
近藤会員、本田会員、塚脇会員、仁科会員、清水（良）
の計 9人が参加しました。
その他、年間予定では、今年の 4月、 5月及び 6月
がクリーンデイの実施月でしたが、新型コロナウイル
スの感染拡大の影響により、残念ながら、中止となり
ました。
また、 7月 5日開催の吹田市の「社会を明るくする
運動」には、橋本会長をはじめ、 8 人の会員が参加
し、江坂駅近辺で、ティッシュを配布して啓発活動を
行い、 7月 7日開催の豊津西地区青少年対策委員会主
催の「クリーン・エサカ」には当クラブが協賛してお
り、橋本会長をはじめ 6人の会員が参加しました。

献血活動については、梶山パスト会長とビケンテク
ノ様のご協力を得て、年 2回、取り組みました。
昨年 8月27日実施の献血活動については、参加者：
50名（うち当クラブ会員 8 名）、採血人数：35名（う
ち当クラブ会員 3名）という実績であり、今年 3月25
日実施の献血活動については、当クラブの会員10人を
含め51名が参加し、採決人数は、43名（うち当クラブ
会員 5名）という実績でした。
当クラブとしては、献血参加者の方に対して、「除
菌ウェットティッシュ」を提供させていただきました。
また、赤十字側から新たな会場確保の要請もなされ
ており、当クラブ会員の中には会場の提供に前向きな
方もいらっしゃいますので、次年度以降、ご検討をお
願い致します。
昨年 9月26日には、迷惑駐車追放パトロールが実施
され、当クラブから10名の皆様に参加していただきま
した。例年であれば 5月にも実施されますが、当年度
は新型コロナの影響で実施されませんでした。
また、例年参加している、大阪府の無事故・無違反
チャレンジコンテスト（期間：2019年10月 1 日～2020
年 3 月31日）につきましては、今年度も参加しました
が、結果連絡は未了です。自動車安全運転センターか
ら、新型コロナの影響で、業務が遅延している旨の連
絡を受けていますので、ご了承ください。
そして、本年度は、創立40周年記念事業として、社
会奉仕・青少年奉仕の共同事業として、11月11日、視
覚障碍者柔道の工藤博子選手の講演会を開催しました。
講演テーマは、「2020への挑戦『障害者の自分がで
きること』」であり、当クラブメンバーだけでなく、
広く一般市民（主として小中学生及び保護者など）の
方に参加を呼び掛けました。メンバーの皆様のご尽力
のお陰様で、一般：合計104人（小学生： 8 人、中学
生： 4 人、他クラブ： 5 人）、当クラブメンバー：32
人の参加を得ることができました。
公開講演会の開催は、対外的に広く参加者を募るこ
とができ、当クラブの活動等を周知する機会になりま
した。
また、パラリンピックという競技の観戦を通じて感
動を得るだけではなく、スポーツに取り組みつつ、社
会生活をしている障害者の方から、直接、実体験の話
を聴くことにより、障害者の方との共存を目指す必要
性を自覚し、さらに、身近な地域社会における障害者
の方々との交流を実践する一助となったと思料します。
なお、この講演会の様子については、山下会員のご
尽力により、J：COMチャンネルにてテレビ放送され
ました。
そのほか、40周年記念事業の一環で、吹田市の環境
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保全事業に対する協力として、ベンチの寄附を検討
し、予算も計上していましたが、諸般の事情で実施に
は至りませんでした。他方、新型コロナの影響を考慮
すれば、医療現場に対する社会奉仕の必要性が目の前
にありましたので、前回例会において、橋本会長から
お話がなされたとおり、社会奉仕の周年事業予算を
使って、医療用ガウンの寄附が実施されたことを申し
添えます。
3月以降、新型コロナの影響によって、十分な活動

ができなかったことは残念ですが、「ポリオ撲滅に関
する看板」の除幕式から始まった今年度、クリーンデ
イをはじめ、多くの活動に、多くの皆様のご協力を賜
り、本当に、ありがとうございました。
経験不足が否めない委員長でしたが、矢倉副委員長
と本田委員のご尽力と、会員の皆様の積極的なご参
加・ご支援のお陰様で、 1年間の活動を終えることが
できました。重ねて、御礼、申し上げます。ありがと
うございました。

� 青少年奉仕委員会　清水　大吾�理事

本年度の橋本徹也会長方針「40EVER�SUITA�
WEST」に則り、青少年の健全な育成に努めるべ
く、青木副委員長と紙谷委員と共に活動してまいりま
した。
〇青少年奉仕委員会
・�2019年 8 月31日　第2660地区クラブ青少年奉仕合同
委員会長会議　参加
�地区予算の78%は青少年奉仕に使われている、など
のお話がありました。
・2019年11月 2 日～ 4日　秋のRYLAセミナー開催
　�サントリー箕面トレーニングセンターにて　梶山会
員のビケンテクノ様より 2名、近藤会員のご子息 1
名が参加されました。
・2019年11月11日　創立40周年記念講演会開催

　�社会奉仕委員会と合同で紙谷会員の協力を得て、視
覚障がい者柔道の工藤博子氏による2020への挑戦
『障がい者の自分にできること』と題しての講演会
を開催。一般・会員合せて136名が参加、青少年奉
仕予算より東京2020パラリンピックマスコットのク
リアファイルを参加者に配布しました。
・�2019年11月15日　炉辺談話（社会奉仕・青少年奉仕
合同）開催
　�江坂のコディーノにて15名が参加し「今まで特に有
意義に残った事業・実施していない新たな事業の提
案」についてご意見を頂戴しました。
・�2020年 2 月27日大相撲グレース場所開催（ガバナー
月信 4月号にも掲載）
　�毎年恒例の木瀬部屋さんご協力によります大相撲を
千里山グレース幼稚園で行い、コロナの影響で開催
が危ぶまれましたが、感染防止対策を徹底して無事
に終了。園児・先生職員・力士・RC関係者約350名
が参加しました。
・ローターアクトクラブの支援
　�2019年 7 月下旬　吹田RACへ吹田まつりチャリ
ティーバザーへの物品を提供しました。ローターア
クト地区献血活動への参加協力を推進しました。
・大阪学院大学ローターアクトクラブ設立について
　�2019年 9 月18日大学・地区・当クラブで打ち合わせ
する。当面は大学側で設立に向けて協議を進めるの
でその結果待ちです。次年度への引継ぎ事項。
　�11月24日に関大RAC10周年に参加し、大阪学院大
の関係者も参加された。
〇米山記念奨学会委員会
� 長屋委員長・佐藤副委員長・鈴木委員
・�特別寄付￥1,410,000－　普通寄付￥240,000－（ 6
月22日現在）
・�米山奨学生サンダリさんの引続きのお世話をする。
2019年 7 月 7 日に米山総会及新規奨学生歓迎会にサ
ンダリさん、長屋委員長が参加した。
〇青少年交換委員会
� 青木委員長・石﨑副委員長・田中委員
・�2020年 1 月27日青木委員長が青少年交換事業の意義
などを知っていただくための卓話を行った。
グレース場所等の活動を通じ、青少年・子供達を笑
顔にする事がどんなに素晴らしいかを改めて痛感致し
ました。40周年式典が中止になったのはとても残念で
したが、皆様一年間大変お世話になり、本当にありが
とうございました。


