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2. みんなに公平か

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

本日の例会

次回の例会

第1745回例会 令和元年 9 月30日
今週の歌 「我等の生業」
卓
話 「民法改正について

『相続税法改正のポイント』
」

矢倉 昌子 会員

第1746回例会 令和元年10月 7 日
今週の歌 「君が代」「奉仕の理想」
卓
話 「クラブ協議会」
RI第2660地区第 2 組

古城 紀雄 ガバナー補佐

前回の記録

現在は、タイのナコンパノムロータリークラブとク
リーンウォータープロジェクトを行っています。約10
年間で21校の学校に浄水器を設置いたしました。今年
も11月20日からタイを訪問いたします。ロビーに私た
ちの活動を一部パネル展示していますので、お帰りの
際、ご覧いただけると幸いです。
本年私たちは、創立40周年を迎えますが、これから
の日本のすばらしいテーマ中に、東京オリンピック、
パラリンピックがあります。開催まで 1 年を切り、盛
り上げて行きたいという思いとロータリークラブの活
動を知って頂きたいという思いから、この記念講演例
会を開催することに致しました。
このテーマで、大阪に、吹田に関係の深い方をと思
い、56年前の東京オリンピックにも大学 2 年生の時に
出場され、 4 年後のメキシコオリンピックで銅メダル
を獲得し、得点王に輝かれた。そして現在もサッカー
界、スポーツ界で活躍されている釜本邦茂様にご講演
をお願いしたところ快く引き受けて頂きました。
どうか短い時間ですが「熱いハートを燃やせTOKYO
2020」講演お楽しみください。

≪第 1 部≫ 創立40周年記念講演例会
会長挨拶

橋本
（徹）会長

本日は、各方面から沢山の方に参加して頂き心から
感謝申し上げます。
ロータリークラブは、世界的な組織です、各国、各
地域でさまざまな活動をしています。
少し、私共、吹田西ロータリークラブがどのような
活動をしているか紹介させていただきます。
地域の奉仕活動として、毎月 1 日の日の朝 7 時30分
から約30分間江坂駅周辺の清掃活動を行っています。
今年で28年目になります。そして、献血活動も毎年 2
回行っています。
地域の青少年の為の奉仕活動として、色々な中学校
の職場体験授業に会員企業として参加し多くの学生さ
んを受け入れています。
又、大相撲大阪場所の時、木瀬部屋の方が、江坂に
おられますので、木瀬部屋のお相撲さんと吹田市の小
学校を順番にまわって相撲の体験活動を行っています。
国際的な奉仕活動として、姉妹提携をしています、
スリランカコロンボセントラルロータリークラブと住
宅プロジェクトや職業訓練センター建設のプロジェク
トを行ってきました。

講師紹介

坂本プログラム委員長

この度、吹田西RCは創立40周年を迎えることが出
来ました。つきましては2020年に56年ぶりに日本で開
催されるオリンピックで日本を元気にしようと考え、
当時の経験も有し今も第一線で活躍されている釜本
邦茂氏に熱い思いを語っていただきたく講演会を開催
させていただくことになりました。
釜本邦茂氏特別講演
「熱いハートを燃やせ TOKYO2020」
1964年東京五輪出場
1968年メキシコ五輪銅メダル、得点王
1944年生まれ京都市ご出身

元サッカー日本代表
公益財団法人 日本サッカー協会顧問
サッカー外交推進議員連盟最高顧問
早稲田大学 1 年で東京オリンピックに出場。卒業
後、ヤンマーディーゼルに入社。日本リーグ及び日本
代表チームで数々の大記録を残した。中でも日本リー
グ202得点。そして1968年メキシコオリンピックで
は、 7 得点をマークし同大会の得点王に輝き日本チー
ムの銅メダル獲得に大きく貢献した。代表チームでの
国際Aマッチ75得点は歴代一位である。また国際A
マッチ得点率0.98は王様ペレをもしのぎ長年歴代一位
を誇っていた。現役引退後ヤンマーディーゼル、ガン
バ大阪で監督を歴任した。1995年参議院議員に当選。
1998年から2008年まで（財）日本サッカー協会の副会長
を務めた。その間2005年第一回サッカー殿堂に最年少
で選出された。2014年 5 月旭日中綬賞受賞。2015年 3
月サッカー外交推進議員連盟最高顧問に就任。現役引
退後から今日まで全国各地ですでに1,300回を超える
サッカー教室を開催し、延べ500,000人を超える子供
たちを指導している。その中には、中田英寿、中村
俊輔、澤 穂希をはじめとする数多くの子供たちが後
に日本代表選手と成長している。

記念講演

釜本

≪第 2 部≫ 家


族

会 Ⅰ

司会：橋本（幸）親睦活動委員長

会長挨拶

橋本（徹）
会長

先輩方のお陰で40周年を迎えることが出来ました。
今年のRIのテーマが「ロータリーが世界をつなぐ」
で、マローニ会長は若くしてロータリアンになって、
家族と一緒に活動をされています。今年は多くの人を
巻き込んでいく、というテーマでやっています。
先ずは家族に理解してもらい、家族と一緒に 1 年間
やっていきます。そういう意味で早い時期に家族会を
実現したと思っていました。本日はどうぞ楽しんで下
さい。

ゲスト紹介

石﨑パスト会長

邦茂 氏
40周年記念特別講演で、日本サッカー界のレジェン
ド釜本氏をお招き致しました。

記念バッジ贈呈

「熱いハートを燃やせ

謝

辞

橋本（徹）
会長

TOKYO2020」

尾家40周年実行委員長

乾

貴重なお話、ありがとうございました。小さい頃か
らどのように努力をされてきたかをうかがい、大変参
考になり、企業経営にも活かしていくことが出来ると
思いました。
今後も益々ご活躍され、日本サッカー界、スポーツ
界の為に、一層頑張って頂きたく思います。本日は貴
重なお話しありがとうございました。

杯

小川パスト会長

釜本さん、本日は貴重なお話し、ありがとうござい
ました。我々も何か目的をもって努力することの大切
さを教わりました。

幹事報告

堀幹事

・ 9 月結婚祝いのお花をお送りしています。
・来週16日と23日、 2 週連続で休会になります。
・ 9 月30日例会後、理事会があります。

出席報告
●会

員

●来

出席委員会

数

50名

出席会員数

客

22名

本日の出席率

阿部委員長

47名
95.92％

● 8 月26日の出席率（メーキャップ含む）100％

40周年実行委員会

紙谷幹事

○会員及びご家族の皆様へ
令和 2 年 6 月 1 日が当クラブの創立40周年記念式典
となっております。
本日 9 月 9 日が締め切りとなっております。未提出
の会員につきましては、今週中にメール又はファック
スにて事務局にお送りいただきますようお願いします。

榎原会員

9 月 4 日に第 1 回吹田西RC橋本会長杯ゴルフコン
ペを茨木高原カンツリー倶楽部で開催しました。参加
は22名で 3 位は初参加の塚脇会員、 2 位は小林パスト
会長夫人、そして栄えある優勝は木下会員でした。ベ
スグロも取り完全優勝でした。おめでとうございます。
次回より新しいクラブハンデを決めさせていただき
ます。
第 2 回橋本会長杯ゴルフコンペは12月 4 日宝塚ゴル
フ倶楽部で行います。
当日表彰式をかねて忘年会を行いますのでゴルフさ
れない方も参加お願いします。場所はまたお知らせい
たします。
40周年記念ゴルフコンペを来年 3 月 4 － 5 日宮崎か
高知方面、 1 泊 2 日で開催予定です。
参加される方は予定を入れておいてください。

国際奉仕委員会

西村委員長

9 月20日
（金）
敦煌にて、国際奉仕の炉辺談話を行い
ます。参加をお願いします。

社会奉仕委員会

清水
（良）委員長

次回の記念講演会のご案内です。
11月11日
（月）
、アジアパラリンピック柔道63キロ級
銅メダリスト「工藤博子」さんの講演会を予定してお
ります。

●鈴木会員

村井SAA

40周年記念家族会、おめでとうございま

す。私事ですが、長期欠席をお詫びします。
●瀧川会員

残暑厳しいですね。

●田中会員

誕生日のお祝い、ありがとうございま

す。40周年おめでとうございます。
●由上会員

来週の週報に掲載されると思いますが、

是非、句を読んで下さい。ゴルフ大会の雷の句があ
ります。
●木下会員

先日行なわれました第 1 回橋本徹也会長

杯ゴルフコンペでベスグロ優勝させて頂きました。
ありがとうございました。
●橋本（徹）会長

皆様ご出席していただきありがとう

ございます。

○ビジョン作成のためのアンケート

ゴルフ同好会

ニコニコ箱

●梶山会員

毎日暑いですね！

●尾家実行委員長

久しぶりの家族会、楽しみましょ

う。
●杦本会員

創立40周年記念講演例会開催を迎えられ

たこと、おめでとうございます。
●石﨑会員

釜本講師をお招きして…。

●小川会員

40周年記念例会を迎えて。

●小林会員

40周年記念例会を迎えて。

●宮川会員

創立40周年を祝し！

●家村会員

釜本様、本日は講演ありがとうございま

す。
●阪本（勝）会員

誕生日の御祝い、有難うございまし

た。
●坂口会員

久しぶりの家族会を楽しみましょう。

●井伊会員

40周年記念講演会を祝して。

●橋本（幸）会員

お誕生日のお祝いありがとうござい

ます。今日は、妻と娘と来ています。
●堀会員

40周年記念事業、皆様ご協力ありがとうご

ざいます。
●坂本（一）会員

創立40周年記念講演会、釜本先生誠

にありがとうございました。
●郷上会員

いつもお世話になります。

●西村会員

40周年記念講演会、開催おめでとうござ

います。
●長屋会員

祝40周年記念。

●清水（大）会員

創立40周年記念例会、楽しみましょ

う！！
●伊藤会員

家族例会、よろしくお願いします。

●紙谷会員

SAA、親睦委員会、おつかれ様。

●榎原会員

40周年記念講演例会、家族会、楽しみま

す。

ロータリーは世界をつなぐ
●仁科会員

40周年記念講演、楽しみです！

●瀬川会員

設営ありがとうございます。

●佐藤会員

家族会の成功を祈って！

●清水
（良）
会員

手に手をつないで

本田音楽委員長

閉会挨拶

由上次年度会長

本日の家族会、どうぞよろしくお願

いします。
●矢倉会員

40周年、おめでとうございます。

●髙木会員

皆様ごくろうさまです。いい会になりそ

うで嬉しいです。
●橋本
（芳）
会員

40周年記念講演例会及び家族会が成

功になりますように。
●木田会員

40周年おめでとうございます。

●角谷会員

よろしくおねがいします。

●島倉会員

おめでとうございます。

●塚脇会員

40周年記念講演会、お疲れ様です。

●福原会員

講演、楽しみにしています。

●河邊会員

ニコニコのご協力有りがとうございまし

た。
●村井SAA

40周年記念講演に参加の皆様、有難う

御座居ます。
●山下会員

本日の40周年記念講演会は撮影をしてお

ります。 9 月17日
（火）17：00～J：COMチャンネル
で放送します。ぜひご覧下さい。
本日は、釜本先生最後までお付き合い頂きまして、
本日のニコニコ箱

163,000円

累計のニコニコ箱

422,000円

累計ニコニコB

4,000円

第三百八十四回 令和元年九月四日
兼題﹁爽やか・柿・梨・桃﹂

まさお

致します。

夕日に映える枝先の柿一つ

ホテルコンラッド大阪にて行います。ご予定をお願い

みかよ

員、次回の家族会の予定は、12月23日（月）18：00より

爽やかに横断歩道を渡る風

塚脇会員、島倉会員、山下会員、福原会員、角谷会

ときよし

橋本
（幸）
親睦活動委員長

爽やかに悩みなきこと悩みをり

新入会員紹介

山牛

サンダリディルシャーニ ヴィターナゲーさん

とうございました。

近くまで来てをりますと秋の雷

橋本
（幸）
親睦活動委員長

イベントの企画にご協力頂きました皆さん、ありが

次回 十月二十一日
兼題﹁釣瓶落し・冬支度﹂

米山記念奨学生紹介

ありがとうございました。

