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会長挨拶	 橋本（徹）会長

2019－2020年度最後の例会です。皆様よろしくお願

いいたします。

卓話で、一年の総括のお時間をいただいております

ので、会長挨拶の時間では、残念ですが、本年度を

もって退会される方が 3名の方がおられます。創立40

周年までと頑張って残っていただいておりました。ご

紹介をし、ご挨拶をいただきたいと思います。

・�宮川藤一郎パスト会長の紹介

�1987年入会され、33年間吹田西ロータリークラブの

会員として、2003～2004年度の会長を歴任されてい

ます。例会での卓話者の紹介を多くされ、家族会の

催しに困ったら、宮川パスト会長に相談されていた

ことを思い出します。

�IMで職場体験を取上げた当初より、職場体験で多

くの中学生を受け入れていただいております。東洋

医療学園の理事長も退任されたことと、80歳の節目

と決めておられました。長い間ありがとうございま

した。

�

◆宮川パスト会長のお手紙

謹啓　吹田西ロータリークラブ橋本会長様始め、会員

の皆様におかれてはますますご清祥のこととお慶び申

し上げます。

さて、本会員として昭和62年 5 月、橋本会長のお父

様が会長時にご縁が在りまして郷上様の紹介で入会を

させて頂き33年間に渉りお世話になって参りました。

会員の皆様には温かくご対応、ご指導賜りまして、衷

心より御礼申し上げます。特に、想いでに御座います

のは2003年・2004年度の会長を仰せ付かりました年度

の世界大会が大阪での開催年度でございまして多少な

りお手伝いをさせて頂きました好い思い出が御座いま

す。今思い返しますとよい機会を与えて頂いたと感謝

致して居ります。

私は、学校法人 新歯会東洋医療学園の理事長とし

て精進をして参りましたが、本年度で傘寿を迎えるこ

とに成りました。余生を思い、昨年度 3月末日を持ち

まして本法人の理事長を退任致しました。

理事長の退任にあたりましては、同じ慈慶学園グ

ループの関連法人であります、学校法人 大阪慈慶学

園と対等合併を致しまして、同法人に引き次いで頂き

ました。心置きなく退任致しました。

末筆ながら吹田西ロータリークラブ会員の皆様の

益々のご健勝とご活躍をお祈り申し上げまして、まず

は、失礼ながら、書中を持ちまして退任の、お礼のご

挨拶とさせて頂きます。� 敬 具 

本日の例会

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

前回の記録

次回の例会

第1776回例会　令和 2年 7月13日
今週の歌　「夏の思い出」
　新年度挨拶	 クラブ奉仕　紙谷　幸弘	理事
	 職業奉仕　　長屋　　興	理事
	 社会奉仕　　佐藤　原二	理事
	 国際奉仕　　榎原　一滋	理事
	 青少年奉仕　仁科　直樹	理事



・�郷上 勲さまの紹介

�1983年入会で38年間吹田西ロータリークラブの会員

として頑張ってこられました。ロータリー以外でも

奉仕活動をされておられます。そして、たくさんの

方を推薦され、その方がメンバーになっておられま

す。先ほど紹介いたしました宮川藤一郎パスト会長

も郷上様のご紹介だと聞いております。また、奥様

の看病をされながらも、例会に参加していただいた

時には、私たち後輩に、やさしく声をかけていただ

きました。

長い間ありがとうございました。

�

◆郷上 勲さまのご挨拶

この度は長年お世話になっておりました当クラブを

一身上の都合で退会させて頂くにあたり、そのいきさ

つの一端を話させて頂きます。

家内のがん治療に梶山会員のお世話により病院紹介

を頂き 3年余の歳月が流れ、その間肺がん、首のリン

パ、すい臓がん治療とがんとの戦いで入退院を繰り返

しておりました。その間例会も幾度と欠席させて頂き

ましたが、お陰様で現在は膵臓の手術も終え今は月 2

回の通院治療になり回復方向に向かっています。

この間会員皆様からご心配のお声を頂きありがとう

ございました。

新型コロナも恐ろしいですが、がんは早期発見が大

事なこともわかりました。是非皆さんも先ずは健康第

一お互いに心がけたいものです。

当クラブ入会を勧めて頂き、多くのよき知人を得る

ことが出来ました。国際委員担当をさせて頂いた時、

オーストラリアのブリスベンのロータリークラブで

瀧川さんが日本手ぬぐい3,067鉢巻きして多くの輪で

踊った思い出が今も目に焼き付いています。多くの楽

しい思い出も出来ました。例会には気さくにお話がで

きる楽しい一時、多くの楽しい思い出が私の宝です。

この機会を頂きました、瀧川会員に心から感謝申し上

げます。

私の我がままで当吹田西ロータリークラブにお世話

役でなく長年お世話になってばかりの会員で申し訳あ

りませんでした。

橋本会長には、いろいろご配慮頂きありがとうござ

います。一年間ご苦労様でした。今後ますます当クラ

ブの発展を祈ります。皆さんありがとうございました。

・�鈴木基弘パスト会長の紹介

�吹田ロータリークラブのメンバーとして、吹田西

ロータリークラブの設立の準備をされ、チャーター

メンバーとして入会されました。吹田西ロータリー

クラブの初代幹事として、1989－1990年度、創立10

周年の会長として、吹田西ロータリークラブを先頭

に立って作ってこられました。何年か前から耳が聞

こえづらいから、と退会を申し出ておられました

が、創立40周年の年は、40周年を振り返り、今後10

年のビジョンを作成するには、鈴木パスト会長はじ

めチャーターメンバーの方々が必要なんです。と、

お願いして残っていただいたのですが、このような

形になり申し訳ありませんでした。

�



◆鈴木基弘パスト会長のご挨拶
本日は40年以上もお世話になりました吹田西ロータ
リークラブを退会する事になりましたので、親しくお
付き合いを頂きました皆様にお礼を申し上げたくて参
りました。
皆様から、元気そうやのに、何故退会するのかとお
咎めを受けるのですが、ここ数年前から耳が聞こえに
くくなり家のテレビは字幕をいれて見ています。又皆
様との会話は補聴器を使っても単語が聞き取れず理解
できなくなり、皆さんの楽しい会話の雰囲気を壊して
しまうことに気が付きあらゆる会合と疎遠になりました。
ロータリーでは、楽しい会話で、例会が盛り上がる
のですが、それが私には出来ず、残念ですが退会する
事を 1年前に決意しました。
去年、大藤パスト会長に退会を申し出たのですが、
橋本現会長から今期は40周年もあるので少なくとも 1
年は残ってほしいと引き留められ例会に欠席させて頂
くことにご理解を頂きました。しかし、肝心の記念行
事がコロナ禍で吹っ飛んでしまい誠に残念です。改め
まして、記念行事準備の尾家委員長を始め皆様には大
変ご苦労様をおかけしましたことにお礼を申し上げます。
退会に当りこの40年を振り返りますと言い尽くせな
いほど楽しい思い出があります。
会報にも書かせて頂いた様に創立時の思い出や、創
立10周年記念の思い出。また当クラブ主催のIMでの
思い出や、毎年の家族会などロータリー行事の思い出
が山ほどあります。
青少年交換プログラムでアメリカテキサスの高校生
Mr�TADDを我が家でも預かり、おかげて子供たちに
も国際感覚が理解できるようになった有難い思い出も
あります。
そして創立当初の例会場のホテルにはスポーツジム
があり、まだ若かった滝川さん達とランニングやト
レーニングをして汗をかいた思い出も懐かしいです。
また、当時は飲酒運転がやかましくなかったのでこ
の例会場に設けられたバーカウンターで水割りを買っ
て例会の食事を盛り上げ、そのお酒の売上はニコニコ
Bとして貢献しました。
また、メキシコの国際大会にこのクラブから20名近
くが参加をして、その後メキシコ国内旅行でアカプル
コにも行きテキーラを楽しみ、皆さんとゴルフも楽し
みました。
また、スリランカ コロンボセントラルRCへの表敬
訪問では小林さんに大変お世話になった事や、国際大
会後にメキシコのカンクンで小林さんご夫妻に密林の
ピラミッドまで連れて行っていただいた事など忘れら
れません。
ゴルフ同好会では上手な人から手ほどきを受けた思

い出や、新井さんご夫妻・尾家さんご夫妻と北海道へ
のゴルフ旅行など、この場では言い尽くせないほど楽
しい思い出が山ほどあります。
どうぞ、新しい会員の皆様もこの吹田西ロータリー
クラブで意義ある楽しい人生を経験されて良い思い出
を沢山おつくりください。
それではこれからの吹田西ロータリークラブの益々
の発展と、皆様方のご健勝を祈念しまして私の退会の
挨拶とさせて頂きます。
皆様、本当にありがとうございました。

私は、鈴木パスト会長の日本昔噺の卓話が好きでし
た。40周年の記念誌で卓話を木下会員がまとめていた
だいておりますが、日本昔噺　第10回「紀元節と皇
紀」を記憶しております。この続きもあると思います
し、 7回 8回が飛んでいると思いますので、次年度の
プログラム委員長、卓話をぜひお願いしてください。
本当に40年間お世話になりました。

ゲスト紹介
	 親睦活動委員会　橋本（幸）委員長

本日のゲストはいらっしゃいません、今年度最後の
例会を楽しみましょう。

幹事報告	 堀幹事

① 6月22日理事会報告
　 1．�40周年記念実行委員会の解散と記念事業費残高

の取り扱い処理について承認されております。
　 2．�今年度末で退会される方からの退会届につきま

して承認しております。
②�当クラブも寄付で参加しました新型コロナ関連への
RI第2660地区での共同プロジェクト「友愛」が完
了したとの報告が、四宮ガバナーより届いておりま
す。医療テント、防護服、マスク、フェイスシール
ド、金額で1,945万円分を医療機関へ寄贈しており
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　44名
●来　　　客　 0名　　本日の出席率　95.65％
● 6月15日の出席率（メーキャップ含む）100％

社会奉仕委員会	 清水（良）委員長

先週の例会にて、社会奉仕の総括報告をさせていた
だいたところですが、未了であった「大阪府無事故・
無違反チャレンジコンテスト」の結果の連絡を受けま
したので、この場にてご報告致します。
当クラブの参加者は23名であり、みごと無事故・無
違反を達成しました。ありがとうございました。各人
の運転記録証明書を、ボックスに入れておきますの
で、お受け取り下さい。よろしくお願いします。

次年度幹事報告	 木田次年度幹事

1 ．�本日例会後に理事役員会があります。出席をお願
いします。

2．�7 月 6 日の例会後にクラブ協議会があります。理
事役員及び委員長の出席をお願いします。

3．�4 月13日次年度理事会においてすべての通帳口座
名義を会長名義とすることが可決されました。 7
月 6 日例会において年会費の請求書をBOXにい
れますが、口座名義が由上会長になっておりま
す。ご了承ください。

4．�今後の運営上、 7月度例会の出欠を回覧により確
認させていただいております。記入の程、宜しく
お願いします。記入後変更がある場合は、幹事に
ご連絡ください。

次年度社会奉仕委員会
	 佐藤次年度社会奉仕委員長

7 月 1 日のクリーンデイはコロナ渦の為中止いたし
ます。

ニコニコ箱	 村井SAA

●鈴木会員　なが年の友情に深謝。
●橋本（徹）会長　 1年間ありがとうございました。
●堀幹事　つたない幹事でしたが、一年間ご協力いた
だき有難うございました。
●河邊会員　ニコニコで 1年間お世話になりました。
●尾家会員　橋本会長以下幹部の皆さん�この 1 年間
お疲れ様でした。
●西村会員　橋本会長�この一年間ありがとうござい
ました。
●清水（大）会員　橋本会長、堀幹事、お疲れ様でし
た。青少年奉仕、一年間ありがとうございました。
●阿部会員　会長役員皆さん、お疲れさまとありがと
うございました。
●瀧川会員　今年度も無事、皆勤出来ました。
●矢倉会員　橋本会長、 1年間お疲れさまでした。
●橋本（芳）会員　結婚祝いのお花ありがとうございま
す。クラブ奉仕の委員長、委員のみなさん、一年間
ありがとうございました。橋本会長、堀幹事一年間
おつかれさまでした。
●石﨑会員　橋本会長！！コロナ禍で苦難の年度になっ
てしまいました。お疲れ様でした。
●井伊会員　橋本会長、堀幹事、理事役員の皆様、一
年間ご苦労様でした。
●荻田会員　橋本会長、堀幹事、理事・役員の皆様、
お疲れ様でした。
●坂口会員　橋本会長お疲れさまでした。
●小川会員　橋本会長を始め役員の皆さん、一年間お
つかれ様でした。
●木下会員　一年間、お疲れ様でした。記念誌発刊ま
でもう少しお時間を下さい。
●塚脇会員　橋本会長、理事の皆様、一年間お疲れ様
でした。
●本田会員　橋本会長・堀幹事、一年間お疲れ様。
●長屋会員　橋本会長ほか理事の方々、一年間ご苦労
でした。
●木田会員　橋本会長・堀幹事ご苦労様でした。来年
度もよろしく！
●橋本（幸）会員　 1年間ありがとうございました。
●坂本（一）会員　 1年間ありがとうございました。次
年度もよろしくお願いいたします。
●村井SAA　一年間ご協力有難う御座いました。

　　　　　　　　本日のニコニコ箱� 160,000円
　　　　　　　　累計のニコニコ箱� 1,451,000円
　　　　　　　　累計ニコニコB� 13,500円

��

お誕生日のお祝い　 7月

�

会　　員
　西村会員
　福原会員
　塚脇会員
　石﨑会員
　小林会員
　家村会員

会員夫人
　橋本（芳）会員夫人
　福原会員夫人
　井伊会員夫人
　阿部会員夫人
　本田会員夫人
　尾家会員夫人
　仁科会員夫人

�



1 年間の総括� 橋本　徹也�会長

一年の総括をさせていただきます。

例会再開で、 3回の例会で、 1年間の総括をしなく

てはなりません。 1回目は、40周年実行委員会の総括

をしていただきました。先週 5大奉仕の理事が、慌た

だしく、それぞれ総括していただきました。通常でし

たら、後、私たちクラブを代表して、国際ロータリー

第2660地区へ出向していただいている 3 名の方の報

告、そして、同好会報告があります。同好会報告は、

クラブ概況に掲載されますので、ご容赦いただくとし

て、第2660地区への出向者の方の名前を呼びますので

皆様拍手をお願いします。

・国際奉仕委員会　木下基司副委員長

・ロータリー財団資金管理小委員会　瀬川　昇委員長

・社会奉仕委員会　矢倉昌子委員

ありがとうございました。吹田西ロータリークラブ

を代表して、来年も引き続きよろしくお願いいたしま

す。

そして、ここで、40周年実行委員会からの推薦を受

けて、 2社に感謝状をお渡ししたいと思います。

・�ランドマーク株式会社様（“ポリオ撲滅＆毎月 1 日

はクリーンデイ”看板設置場所の提供）

・�株式会社ジェイコムウエスト吹田局様（創立40周年

記念事業映像制作）

本当にありがとうございました。

卓　　　話

とにかく今年は、40年を振り返って、今後、吹田西

ロータリークラブの進む方向、ビジョンを作成する年

にしようと考えていました。チャーターメンバーの方

に40年を振り返ってと会報誌に投稿していただきまし

たし、炉辺談話でも奉仕部門ごとに今後のことについ

ても協議していただきました。そして、昨年 9月 9日

に会員の意識調査の為、皆さんに実施しましたアン

ケート結果です。40周年記念誌に入れることも考えた

のですが、堀幹事がきれいに製本していただきまし

た。理事になってクラブ運営に関わっていく時はぜひ

参考に見ていただいて、活かしてください。 5年間利

用し、 5年後には、再度会員意識調査を兼ねて実施し

ていただきたいと思います。

今年になって「新型コロナウイルス」というニュー

スが飛び込んできて、あっという間に世界中で、感染

が広がり、日本全体に、緊急事態宣言が発せられまし

た。創立40周年記念事業「 3クラブ合同認証状伝達式

記念ランチョン」「春の家族例会」、「記念式典」も中

止にする判断をしました。例会も 3月 2日第1761回例

会後中止し、会員が集まることの出来ない日々が続

き、メール等で「新型コロナウイルス感染症」に対し

て、ロータリークラブとして、何か行動できないかと

意見を交わしている時、病院が医療用ガウン不足で

困っているとの情報を得て、医療用ガウンを1,000着

購入し、40周年記念ロゴシールを貼付け、梱包し、吹

田市、吹田市医師会を通じて、医療用ガウン不足で

困っている病院へ直接届けていただくようにいたしま



ロータリーは機会の扉を開く

した。この活動が当初予定していなかった創立40周年

記念事業になりました。今回、記念式典という発表の

場をなくしましたが、創立以来の40年を全会員で振り

返り、今後10年に向けてのビジョン「地域、世界への

奉仕活動を！そして、友情を育もう！」そして、具体

的目標及び行動計画を策定し、記念誌、年表及びビデ

オとして残すことができました。そしてその思いは、

全会員の心の中に吹田西ブランドとして確立されまし

た。 1年間ありがとうございました。

それでは、次年度の由上会長エレクトにビジョンを

尾家実行委員長と一緒に引き継ぎたいと思います。

v

次年度活動方針
� 由上　時善�会長エレクト

RI会長の言葉【ロータリーは機会の扉を開く】こ

れはロータリーは色々なボランティアを行うチャンス

に恵まれているということです。

会長エレクトは 3 月にPETSを受講し、 4 月にこう

いう場で方針を述べる。

それによって 5月にクラブフォーラムを実施し、予

算案を作成し概況書を刊行する、という流れで有るべ

きです。今年はコロナの影響でクラブフォーラムは来

週と変則になっています。

コロナにより十分な話し合いが行われていません

が、既に予算案が出来ています。

これは従来の行事を参考にして作成されたものと思

います。

概況書には予算や目標を記載して頂いていますが

少々の変更が有っても良いと思います。

よって、今回の理事・役員に選ばれた方々は勿論、

委員長になった方も従来していたボランティアでも構

いませんが自分でやってみたいと考えたことが有れば

新しいことをどしどし提案実施して下さい。過去の行

事をよく理解して頂いて改善や廃止なども行って良い

と考えます。

コロナによる影響で十分な検討がなされていないか

も知れませんので各担当理事に提案を持ち掛けて頂き

理事会で承認し修正していこうと思います。

自由・奔放に進めて下さい。

失敗が有れば私の責任です。謝りに行きます。申し

訳ありません（申 皺
しわ

 毛
け

 ありません）と。

余り難しく考えるのは嫌なので当クラブのテーマは

「ハッピーロータリー」としました。

ハッピーになるためにはリスクマネジメントが必要

です。

貴方自身の健康、家族の健康、企業の安定などです。

現在の医療技術の進歩は大きく、寿命は 1日当たり

5時間伸びています。

しかし、 1時間座り続けると23分間寿命を縮めると

いうデータも有ります。

よって清水大吾さんに例会中に 2～ 3分間の軽体操

を実施して頂きます。

軽体操でこれから皆さんが直面する認知症、糖尿

病、頻尿、健康保持に備えましょう。

又、健康関連の卓話では御婦人方の参加も呼び掛け

たいと思います。

月 1回程度シャングリラで歓談を行い、皆様と共に

スキルアップを図りたいと思います。

若い人は勉強のため、ベテランの方は過去のことを

教えていただく場になればと思います。

私の信条は「楽しくなければボランティアじゃな

い」です。この 1年楽しくやりましょう。


