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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1777回例会 令和 2 年 7 月27日
今週の歌 「少年時代」
卓
話 「私の職業」

島倉
勝 会員

第1778回例会 令和 2 年 8 月 3 日
今週の歌 「君が代」「奉仕の理想」
卓
話 「前年度事業報告」
堀 直前幹事
「前年度決算報告」
木下 直前会計
「前年度会計監査報告」
荻田 直前会計監事
「今年度予算案」
近藤 会計

前回の記録
会長挨拶

由上会長

先週は100℃以下でも箸などの尖った物を入れると
沸騰したように泡が出ることを話しました。尖ったも
の、即ち意見をドシドシ出して下さい。
もう一つはコロナに対応するために厚労省の接触ア
プリを携帯電話にインストールして欲しいと。
そのコロナによって鬱陶しい日々を送る羽目になっ
ております。
大阪府の感染者は10日が22人、11日が28人、12日は
32人で遂に大阪モデルに黄色が点灯した模様です。改
めて接触アプリのインストールをお願いします。
ところで清水大吾さんには軽体操をお願いしており
ます。本来なら健康推進委員会を設置するために10日
前に皆さんへ通知し、例会出席者による定数改正すれ
ば特定委員会が設置できるのですか委員会数を多くし

幹事報告

木田幹事

１ ．前年度皆出席の記念品贈呈。
記念品は、前年度出席委員長の阿部会員に選んで
いただきました。
昨年度、出席率100％を達成された会員
20回出席として井伊会員
10回出席として榎原会員
5 回出席として橋本（幸）会員・佐藤会員
3 回出席として清水（良）会員・仁科会員

ない方が良いとの意見も有ったため親睦委員会として
行って頂くことになりました。
清水大吾さんが引き受けてくれなかったら会長職を
引き受けていませんでした。ガバナー訪問時や家族移
動例会などでスマートに軽体操を出来ることを見せつ
けたいですね。
清水大吾さんこの 1 年、宜しくお願いします。
又、高齢化している当クラブの会員もハッピーのた
め健康増進に努めましょう。

ゲスト紹介

親睦活動委員会

ホームクラブ100％会員

木下副委員長

本日のゲストはいらっしゃいません。会員で例会を
ゆっくり楽しんで下さい。

井 伊会員、荻田会員、坂口会員、阪本（勝）会
員、島倉会員、清水（大）会員、橋本（徹）会員、
橋本（芳）会員、由上会員

ロナ禍の中ですが十分な対策を致しますので、たくさ
んのご参加よろしくお願い致します。回覧しておりま
す。

ニコニコ箱
●阿部会員

塚脇SAA

欠席のおわびと新年度、由上会長、木田

幹事、 1 年間よろしくお願いします。

2 ．ご結婚祝い。
こちらはクラブ奉仕委員長以下メンバーにより選
んでいただきました。今年度は、ブリザーブドフ
ラワーです。

●小林会員

今年度もよろしく。

●石﨑会員

誕生日祝のお礼。

●田中会員

由上会長 1 年間頑張って下さい。

●井伊会員

家内の誕生祝ありがとうございました。

●清水（大）会員

1 週遅れましたが、今年度もよろし

くお願い致します。

3 ．次週 7 月20日の例会はお休みです。
4 ．27日に理事会がありますので、理事、役員の方は
ご参集ください。
5 ．本 日、例会後にHP立上準備委員会があります。
該当者の方よろしくお願いします。
6 ．前回お配りした以後に訂正がありましたので、今
年度のスケジュール表最新号をお配りしました。
7 ． 3 月29日は休会を例会日に変更

●矢倉会員 由上会長、 1 年間楽しい会にして下さい。
●木下会員

新年度。そろそろ今年のゴルフを始めな

いと…。
●清水（良）会員

結婚記念日のお花、ありがとうござ

いました。
●仁科会員

妻のお誕生日のお祝い、ありがとうござ

いました。

8 ．再連絡ですが、事務局の勤務時間が変更になって

本日のニコニコ箱

37,000円

累計のニコニコ箱

146,000円

おりますので、会員手帳を確認しておいてくださ
い。

累計ニコニコB

出席報告
●会
●来

員

出席委員会

数

47名

出席会員数

客

0名

本日の出席率

村井委員長

41名
93.18％

● 6 月29日の出席率（メーキャップ含む）100％

ロータリー財団委員会

堀委員長

軽体操

500円

清水（大）親睦委員

・NASA体操
脳と身体ウォーキング両方に効果のある体操です。
アメリカ航空宇宙局NASAの訓練で実際行われている
準備体操の一つとの事です。

本日、青木会員、瀧川会員、佐藤会員、西村会員、
杦本会員、井伊会員より特別寄付を頂きました。ご協
力ありがとうございました。

米山記念奨学会委員会

髙木委員長

本日、青木会員、瀧川会員、石﨑会員、堀会員、
井伊会員、橋本
（芳）
会員、小林会員、橋本（幸）、髙木
会員、より特別寄付を頂きました。ご協力ありがとう
ございました。

①右手を左ひざに
②左手を右ひざに（①②は通常の歩くバランスです）
③左手と左足ひざを上げる

ゴルフ同好会

榎原会員

第 1 回由上会長杯ゴルフコンペを、 9 月16日（水）兵
庫県三木市の美奈木ゴルフ倶楽部で開催致します。コ

④右手と右足ひざを上げる（③④はアンバランスな歩
行です）
①から④を繰り返し、慣れてきたらだんだんスピー
ドをあげて行う。







お誕生日のお祝い
会

員
荻田会員
榎原会員
髙木会員
坂本会員
仁科会員
鈴木会員

8月

会員夫人
村井会員夫人
坂口会員夫人
西村会員夫人

ど）個人情報の注意
○親睦活動委員会→清水（良）委員長、木下副委員長、
清水（大）委員、福原委員、島倉委員、山下委員、
瓜生委員、角谷委員
秋の家族例会は中止に決定・クリスマス家族例会を
実施
秋の家族例会が中止となりましたので、その分クリ
スマス家族例会・春の家族例会では秋の予算も利用し
工夫をしたものに仕上げたいと思います



卓

会員全員が楽しめる運営を目指す

話

新年度挨拶

クラブ奉仕

7 月30日のクラブ奉仕炉辺談話については中止とし

紙谷

幸弘 理事

ます
SAAとの連携

受付など（特に会長挨拶時及び外

部卓話者の卓話時には退席しないよう心掛けてくださ
い）
冠婚葬祭での対応
健康面…卓話前に 2 ～ 3 分の軽体操を取り入れ生活
習慣病対策などの卓話を実施
（清水（大）会員の会長からの特命です）
○会員増強委員会→尾家委員長、滝川副委員長、梶山
委員
50名体制にする
その為の会員拡大を行う（当クラブの審査基準を理
会長方針「ハッピーロータリー」の基本方針にのっ
とり親睦と奉仕を基本に新しいことを提案実施してい
きたいと思います
特に由上会長がいわれた地震・台風・コロナなどの
災害…こういった時こそロータリーの存在感をアピー
ルするとの考え方に共感いたします
○出席委員会→村井委員長、毛利委員
100％継続
例会欠席の食事の無駄をなくす（当日12時までに事
務局に連絡。できなかったらニコニコ）
メイクアップの情報を個人に知らせる（現在はコロ
ナ禍の影響により休会される場合は休会にはならない
為、連絡ではその旨を事務局に必ず伝えてください）
○ク ラブ会報委員会→清水
（大）
委員長、荻田副委員
長、島倉委員
見やすく読んでハッピーと思える会報誌にする

解した中でゲストとして体験していただく）
○プ ログラム委員会→橋本
（幸）委員長、家村副委員
長、西村委員
パスト会長などの卓話件数を増やすとともに、健康
維持向上やリスクマネージメントなどの卓話及び外部
卓話者を選定（卓話銀行なども利用したい）
また、内容によってはご家族参加の例会を行ってい
きます
○IT委員会→山下委員長、木下副委員長、福原委員
記録はわかりやすく整理を行う
ペーパレス化を図り地球環境に配慮していく
ホームページのリニューアルを実施し会員同士のコ
ミュニケーションツールとして活用するとともに会員
以外においても周知、広報に繋げていく
○HP立ち上げ準備委員会→山下委員長、木下副委員
長、瀧川委員、杦本委員、伊藤委員

クラウドシステムの活用
印刷会社との連携強化
写真等の無駄をなくす（ページ数、カラー掲載な

○研修情報・規定委員会→坂口委員長、橋本（徹）副委
員

全会員にロータリー精神（特に職業奉仕）について
レクチャーを実施する

非常に不透明でありますが、この点については協
力企業様と連絡をとり、かつ地域小中学校とも連

又新入会員も同様にロータリー精神についてレク
チャーする

絡をとり、可能かどうか検討を進めたいと考えて
います。また、リスクマネジメントという点か

また卓話を利用しロータリーの「紳士道」について
説明いただく

ら、外部講師による卓話を考えています。
4 ．職 業奉仕というRC独自の考え方、理念について
は、これまでも炉辺談話などを通じて、メンバー

○音楽委員会→坂本委員長、髙木副委員長

間で議論、討議を行ってきたかと思いますが、本

例会冒頭の音楽は季節感やクラブの連帯感を醸成す
る

年度においては、コロナ禍の中、あらためて職業
奉仕とはどのようなものか、どのようにあるべき
かなどについてもメンバーの意見を聞きたく、炉

以上、各委員会毎で新たな試みも加わり、 1 年間の
活動を行ってまいりますのでご協力よろしくお願いい
たします

辺談話を実施したいと考えています。
5 ．前年度近藤委員長から引き継ぎを受けましたが、
十分に職責を果たすことができるか甚だ心許ない
限りですが、坂口パスト会長、新井パスト会長を

新年度挨拶

職業奉仕

長屋

興 理事

はじめ、皆さまの御協力をお願い致します。

新年度挨拶

社会奉仕

佐藤

原二 理事

1 ．由上会長年度におきまして、職業奉仕委員長をさ
せていただく長屋です。副委員長に坂口パスト会
長、委員に新井パスト会長をお願いしており、委
員長を除いて重厚な布陣となっております。

今年度の社会奉仕担当理事、並びに社会奉仕委員長
を拝命いたしました、佐藤原二です。

2 ．由 上会長のテーマは「ハッピーロータリー」で

今年度の当委員会は、阿部副委員長、家村委員の 3

す。ロータリー活動がハッピーになるには、まず

名のメンバー構成にて活動しますが、各奉仕活動にお

もってメンバー自身及びその家族がハッピーでな

きましては、会員の皆様多数の参加を必要としますの

いといけません。そのためにはメンバーの従事す

で、何卒、よろしくお願いいたします。

る事業がハッピーに、事業・会社がハッピーにな

本年度の当委員会は、「ハッピーロータリー」とい

ればその従業員やその家族もハッピーになるとい

う会長方針に従い、参加者がハッピーと感じられるよ

う関係が認められると思います。ハッピーになる

うな、奉仕活動を目指します。

には、どのような事態に直面しようとも障害を越
えていかねばなりません。日ごろの備えが必要と
なります。本年度職業奉仕委員会では、由上会長

奉仕活動自体は、従前より継続して実施しているも
のばかりです。
具合的に列挙しますと次の通りです。

の具体的なテーマにあるリスクマネジメントの必

・毎月 1 日のクリーンデイ活動をこれまで通り実施し

要性に着目して、活動を進めていきたいと考えて

ます。毎月 1 日の平日に限りの実施です。 7 月 1 日

います。

の第 1 回目は、残念ながら、新型コロナの影響で中

3 ．もっとも、コロナ禍の最中でありますので、これ

止となってしまいました。 8 月も平日でないため、

までどおりの出前授業、職場体験が実施できるか

未開催となり、実質的な第 1 回目は、 9 月 1 日とな

ります。この回は当クラブが主催となるもので、今
年度は、あと、12月、来年の 3 月、 6 月が、当クラ
ブ主催です。また、江坂企業協議会主催で、今年の
10月、来年の 2 月と 4 月にも開催される予定です。
多くの皆様のご参加をお待ちしています。
・年 2 回の献血活動に参加します。ずっと継続して
行っており、日本赤十字社からも大変感謝されてい

ろしくお願い致します。
今年度の方針としましては姉妹クラブ及び友好クラ
ブとの関係をより深め、要請があれば活動の実施・計
画を進めるとしました。
計 画 は タ イ ナ コ ン パ ノ ム RC を 通 じ て ク リ ー ン
ウォータープロジェクトの活動を地区補助金を活用し

る事業です。今年の 1 回目は、 8 月27日の実施で調

て継続する。ロータリー財団の寄付金の目標額 1 人

整中です。場所は、ビケンテクノ様をお借りする予

160ドルを達成する。来年 6 月の台湾・台北の国際大

定です。

会の参加支援を行うことです。

・例年通り、大阪府の無事故・無違反チャレンジコン
テストに参加します。 9 月末が申し込みの締め切り
となっており、今月末あたりから募集を開始しま
す。申し込まれる方は、例会に免許証と認め印をご
持参ください。

クリーンウォータープロジェクトに関しましては 4
月に西村前国際奉仕委員長に地区補助金2,781ドルを
申請していただいており合計で5,562ドルの予定で
す。今年度はナデウピタヤコン学校とタランナムジャ

・昨年同様、
「迷惑駐車追放パトロール」に参加しま

イ学校の 2 校をナコンパノムRCに選んでいただきま

す。現時点で、時期は未定ですので、決定次第、お

した。今年はコロナ禍の影響で訪問することはかない

知らせいたします。

ませんがナコンパノムRCに協力していただき11月頃

・あと、 7 月12日に予定されていた「クリーン・エサ
カ」
、また毎年当月に行われていた、「社会を明るく
する運動」のティッシュ配り、は新型コロナの影響
で、いずれも中止となってしまいました。
以上が、本年度に予定している、当委員会の活動内

に実施する予定です。
思い起こせば私がこのクラブに入会したのは2009年
10月仲辻パスト会長年度でした。もうすぐまる11年に
なります。そしてその年から 3 か月先輩の木田幹事と
共にナコンパノムRCの付き合いが始まりました。初

容です。
昨年度は、40周年記念行事として、ポリオ撲滅運動
の看板設置や、障害者スポーツの選手の方を招いての
講演会などもあり、盛りだくさんな一年でした。
今年は、元に戻って、地道に社会奉仕活動を行うこ
とといたします。会員の皆様には、一度でも多く、奉
仕活動にご参加いただき、社会に役立つ事を実感して

めは何もわからず言われるままにとりあえず行っとこ
かと軽い気持ちで参加しましたが、毎年訪問するうち
いつの間にかライフワークのようになってしまいまし
た。でも一度でも行かれた方はお分かりいただけると
思いますが、タイ・ナコンパノム県の何もないような

いただきたいと思っています。今年度、一年間よろし

片田舎の学校の子供たちがつめたく冷えた美味しい水

くお願いいたします。

をきらきらとした目で飲み干しているのを見ると、こ

新年度挨拶

国際奉仕

榎原

一滋 理事

のクリーンウォータープロジェクトやって良かったな
とつくづく思います。近年でこそ生活水準はだいぶま
しになってきてますが初めて行った頃は雨水を貯めて
飲みトイレなども衛生的に悲惨なものでした。そこに
つめたく冷えた美味しい水が飲めるのです。子供たち
が喜んで学校に来るようになり近隣の住民たちも利用
しており大変感謝していただいております。
ナコンパノムはもうそろそろ止めてもいいんじゃな
いかという意見も聞きますが、外国とのプロジェクト
を行うにはまず協力してくれる現地のRCを見つけな
ければなりません。それと語学力、特に英語が必要で
す。今は小林パスト会長がおられるので継続できてい

今年度国際奉仕委員長を拝命しました榎原です。よ

ますがここがネックとなります。新規開拓は大変難し

ロータリーは機会の扉を開く
いと思いますので国際奉仕を続けるならこのままナコ

方針：昨年に引き続き、大阪女学院大学

ンパノムで続けていければと思います。

サンダリさ

ん（スリランカ）に連絡及び案内をする。月初めの

今年度の国際大会は来年 6 月12日から台湾台北で開

例会に参加していただき、卓話をお願いする。 2 年

催予定です。本年度の地区国際奉仕委員長は我がクラ

目でもありますので、更に交流を深めていく様努力

ブの木下会員です。是非とも吹田西RCからたくさん

する。米山基金の募集を継続的に行っていく。

のメンバーで参加して大いに盛り上げようではありま

計画：

せんか！ 皆様ご参加の程よろしくお願い致します。

・当クラブの米山記念奨学金1,500,000円を目標とする。

新年度挨拶

青少年奉仕

仁科

次の米山奨学生を受け入れる体制作りをより充実さ

直樹 理事

せる。
〇青少年交換委員会


橋本（芳）委員長、石﨑副委員長

方針：海外への学業研修希望者がいるかどうかを確認
し、希望者がいれば、その対応を実施する。
計画：
・当クラブ内でのホームステイ先を募集
希望者と面談
クラブからの承認
承認後地区への申請
本年度の青少年奉仕担当理事を拝命致しました仁科
です。微力ではありますが、河邊副委員長と阪本委員
と共に由上会長方針である「ハッピーロータリー」に

一年間、会員の皆様のご協力を賜りますよう何卒宜
しくお願い致します。

則り、青少年の健全な育成に努めてまいりたいと思い

計画：
・大相撲木瀬部屋の力士と共に地元の幼稚園に訪問し
・ライラ・ニコニコキャンプへの参加協力推進。
・大阪学院大学ローターアクトクラブ設立の支援及び

髙木委員長、矢倉副委員長、小川委員

ときよし



まさお

〇米山記念奨学会委員会

美加代

・吹田ローターアクトクラブへの協力を推進する。

山牛

検討を行う。



園児との交流活動を行う。

第三百九十四回
令和二年七月度インターネット句会
兼題「炎昼・ビール
（麦酒）
・蛾」

の貢献を推進する。

炎昼や浜辺の砂に足の跡 

仕を通じ、青少年の人間的成長を支援し、地域社会

炎昼の老婆の歩み影遅し

方針：会長の基本方針に基づき、青少年との交流・奉

炎昼を隔てる窓やパキラの葉 
墜ちし蛾の生死構はず掃き出せり 

〇青少年奉仕委員会

次回 八月二十四日
兼題「立秋・盆・西瓜」と当季雑詠

ます。

