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会長挨拶	 由上会長

会長になると忖度されます。わざわざ当社まで伺っ

て下さる会員の方もいらっしゃいます。

「職責が人を育てる」と言う言葉がありますが私は

会長職で育つのでしょうか？ 育てて下さい。

しかし、ロータリアンは平等です。ベテランの人も

若い人に協力やフォローをお願いします。

物質は尖ったところから成長します。丸い鍋の湯を

沸騰させてもなかなか泡が出てきませんが、そこに

尖った箸を入れると100℃になっていなくても泡が出

てきます。丸いものは安定で、尖った所から物は生ま

れるのです。ですからドシドシ意見を出し合っていき

ましょう。

しかし、最終結論が出れば反対だった人も一丸と

なって協力して下さい。

又、先週に活動方針のテーマを「ハッピーロータ

リー」と述べました。ハッピーのためにはリスクマネ

ジメントが必要です。私は 3月に位置情報を携帯電話

にインストールしました。コロナ感染で被害者になっ

た瞬間に加害者になるからです。又、コロナ対策とし

て「プロトクリンアクア」という商品を会社のフロン

トに配備しました。この商品は梶山バスト会長の子会

社が販売されています。品切れ商品なので購入はネッ

トにして下さい。又、10日程前からは携帯電話に接触

アプリをインストールしています。皆さんも接触アプ

リをインストールしましょう。「接触アプリ」「厚生

省」で検索しインストールして下さい。無料ソフトで

す。

最後にコロナ禍の状況で臨機応変に対応するため朝

令暮改の恐れがありますが、ご容赦をお願いします。

この 1年間よろしくお願いいたします。

ゲスト紹介
	 親睦活動委員会　清水（良）委員長

本日のゲストは米山奨学生のサンダリさんにお越し

頂いてます。例会をゆっくり楽しんで下さい。

本日の例会

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

前回の記録

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



幹事報告	 木田幹事

本年一年間、幹事をさせていただきます木田昌宏で

す。よろしくお願いします。

1．�橋本直前会長と堀前年度幹事へ、クラブを代表し

まして由上会長より御礼の品をお渡しいたします。

2．�6 月29日の理事会報告

　〇�角谷会員より休会届（2020年 7 月 1 日～2020年12

月 1 日）が出され承認されました。

　〇�当クラブの例会におけるビジターの受け入れを当

分はしません。

　〇�当クラブは新型コロナの発症の危険性を感じた場

合は出席を免除します。

3．�年会費請求書、会員名簿、会報誌および綴じる

ファイル、ロータリーの友 7月号をお配りしまし

た。

4．�米山奨学生のサンダリさんに奨学金授与をしまし

た。

5．�例会終了後、クラブ協議会をおこないますので理

事役員、委員長ご参加お願いします。

誕生日祝いとして 7月度生まれの会員と会員夫人に

プレゼントをお贈りします。

本年度のお祝いの品は、復興支援の意味を込めて、

また、現在は洪水で大変な熊本に復旧の意味を込め

て、肥後の名産の詰め合わせ、会員夫人には、デコポ

ンゼリーを楽しんでいただきます。この商品は清水親

睦活動委員長に選んでいただきました。

出席報告	 出席委員会　村井委員長

●会　員　数　47名　　出席会員数　40名

●来　　　客　 1名　　本日の出席率　93.02％

● 6月22日の出席率（メーキャップ含む）100％



社会奉仕委員会	 家村委員

今、熊本で大雨が降って大きな被害が出ておりま

す。熊本中央RCの藤本さんに近辺の被害はどうです

か？ と聞いた所、熊本市内は大丈夫です。人吉地区

が大きく被災しているようです。ご心配いただきあり

がとうございます。との事でした。

米山記念奨学会委員会	 髙木委員長

本日、新井会員、坂口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。

ロータリー財団委員会	 堀委員長

本日、新井会員、石﨑会員、梶山会員、清水（良）会

員、堀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。

ゴルフ同好会	 仁科会員

橋本会長年度のゴルフ同好会の収支報告書をゴルフ

同好会の会員の皆さまにお配りしていますので、内容

ご確認ください。

第 1回由上会長杯のゴルフコンペを 9月16日（水）に

3 密を配慮しながら、開催したいと思っていますの

で、たくさんの方々のご参加宜しくお願いいたします。

場所等の詳細は近日中にご案内させていただきます。

ご報告とお詫び	 荻田会員

この場をお借りしまして、ご報告とお詫びをしたい

と存じます。

私事で恐縮ですが去る 7月 2日、父が他界いたしま

した。享年99歳でした。前日まで元気に過ごし、夕食

も通常通り母と取り就寝し、朝、こと切れた父を母が

見つけたそうです。生前受けましたご厚情に感謝いた

します。

おかげさまで、 7月 3日に葬儀も無事、終えること

ができましたこと報告いたします。

この状況下、諸般のことを考慮し、吹田西ロータ

リークラブの皆様をはじめ、仕事関係の方々、友人知

人には失礼ながらお知らせしませんでした。

失礼の段、深くお詫び申し上げます。

ニコニコ箱	 塚脇SAA

●由上会長　この 1年、たった 1年だけ、宜しくお願
いします。
●河邊会員　体調不良で例会中大変失礼しました。お
詫び致します。
●西村会員　本日65才になりました。由上会長体制の
船出に期待します。
●梶山会員　皆さん御元気ですか。
●新井会員　由上丸の出航を祝って。
●瀧川会員　今年度もよろしく。
●小川会員　由上丸の船出を祝して。
●家村会員　由上丸の出航です。由上会長、木田幹
事、 1年頑張って下さい。
●石﨑会員　由上会長、木田幹事、名コンビで一年頑
張って下さい。
●村井会員　由上会長の活躍に。
●坂口会員　由上丸の船出をいのって。
●青木会員　由上・木田丸の門出を祝して。
●井伊会員　由上会長、木田幹事、役員の方々の船出
を祝して。
●橋本（徹）会員　新年度のスタートを祝して。
●荻田会員　由上丸の出航を祝して。
●長屋会員　新年度、職業奉仕委員長をおおせつかり
ました。宜しくお願い致します。
●髙木会員　新スタートです。健康で、明るい一年を
目指しましょう。
●榎原会員　新年度、由上会長、木田幹事、よろしく
お願いします。
●杦本会員　前期は、皆様のご協力ありがとうござい
ました。
●瀬川会員　新年度を迎えて。
●佐藤会員　由上さんのスタートを祝して。
●橋本（幸）会員　橋本徹也さんにお世話になりまし
た。楽しいプログラムを心がけます。よろしくお願
いします。
●近藤会員　新年度よろしくお願いします。
●坂本（一）会員　本日より音楽委員長を拝命いたしま
した。よろしくお願いします。
●清水（良）会員　今年度の親睦委員長を拝命しまし
た。どうぞよろしくお願いします。
●仁科会員　本年度、青少年奉仕委員長になりまし
た。よろしくお願い致します。
●福原会員　新年度、皆さま、よろしくお願いします。
●塚脇SAA　今年度SAAを担当します。よろしくお
願いします。

　　　　　　　　本日のニコニコ箱� 109,000円
　　　　　　　　累計のニコニコ箱� 109,000円
　　　　　　　　累計ニコニコB� 500円



��

ご結婚のお祝い　 7月

�

木下会員ご夫妻
清水（良）会員ご夫妻

仁科会員ご夫妻

�

新年度挨拶� 由上　時善�会長

◇気付き事項

会長エレクト：杦本日出夫

　�PETSは 3 月開催、 5 月にクラブ協議会なので次年

度会長方針の挨拶は 4月では。

副会長：伊藤　泰允

　�急な会長欠席に備え、会長代理の挨拶を用意してお

かれたら。発表者の名前を進行表に記載しない者が

多い。

会計：近藤　　亘

　�コロナによる例会閉鎖が続いた場合、会費を減額す

るか？

　�年会費は振込でお願いすることになりました（理事

会にて）。

　�8 種類の口座と名義の見直し。印鑑は事務局で持っ

ているのでリスク管理は？

会場監督（SAA）：塚脇　　洋

　�東急からは20年以上役員が出ていません。

　�塚脇さんからはホテル側から見ての意見や改善をお

願いします。

　�小林さん、井伊さんはベテランです。塚脇さんの

フォローをお願いします。

　例会の座席を考慮。超ベテランの人を一人にしない。

　ニコニコ目標額　150万円。

　�無断欠席者による食事の破棄は年間10万円程要。減

額を！

クラブ奉仕：紙谷　幸弘

　基本は親睦です。ハッピーな運営を。

卓　　　話

出席：村井　正雄

　�例会欠席者にはメーキャップの督促を。

　皆出席者の記念品選考。

クラブ会報：清水　大吾

　原稿収集、制作手配、ホームページへの掲載

　ドロップボックスの周知を。

　発表原稿の収拾者を明確に。

　ニコニコ金額の表示方法。

親睦活動：清水　良寛

　�新人教育、誕生日プレゼントの選考、会員の不幸に

伴うフォロー、家族会の提案。

　�担当理事と相談の上、炉辺場所の選定、炉辺会費徴

収など。

　清水大吾さんの軽体操（卓話前）。

会員増強：尾家　　亮

　増員目標　 2名。

　元青少年交換生、元ロータリアン子息より募集。

プログラム：橋本　幸治

　�健康の維持と向上（医師、歯医者、保健所、軽体

操）。

　リスクマネジメント（企業、災害など）、卓話銀行。

　�卓話の質問時間を多く、場合によってはパネルディ

スカッションも。

　卓話内容によっては配偶者や家族の参加もOKに。

記録・IT（広報）：山下　幸之

　�コロナによる例会休会中、各自が近況をホームペー

ジに掲載できるようにするには？

　健康に関する記事をホームページで一般公開？

　コロナが長引いた時のwebでの対応は？

　ホームページの作成。

研修情報・規定：坂口　道倫

音楽：坂本　一成

職業奉仕：長屋　興

　リスクマネジメント（企業、災害など）、卓話銀行。

社会奉仕（環境保全）：佐藤　原二

　�地元の学校や自治会に精通している阿部さん、家村

さんのフォロー。

　緊急時のカード作成？



国際奉仕（プロジェクト）：榎原　一滋

　補助金は抜かりなく。

　国際大会は？

　台湾での世界大会に参加しましょう。

ロータリー財団：堀　　　豊

　一人160ドル。

青少年奉仕：仁科　直樹

　ローターアクトの検討。

米山記念奨学会：髙木久美子

　目標寄付額　一人 3万円。

青少年交換：橋本　芳信

　次年度の受け入れ家庭の確保。

地区出向者：木下　基司、瀬川　　昇、矢倉　昌子

　適宜、地区の情報を会員へ報告されたし。

事務局：久田

　困ったときは会長・幹事へ。

会長・幹事：由上　時善、木田　昌宏

　病気欠席者へのお見舞い。

新年度挨拶� 伊藤　泰充�副会長

本年度、副会長を拝命しました伊藤でございます。

皆様もコロナ禍の中、人生で初めての経験をされて

いると思います。

過去の歴史でも感染症で世の中が大転換を起こした

ことが多々あるようです。

私の会社でもテレワークが主流となり、ほとんど通

勤しておりません。

まずはコロナを前提に生活すること、少しでも早く

コロナに負けない社会になることを期待します。

私が本クラブへ入会したのは2001年11月15日39歳で

した。

あっと言う間に19年近く経ちました。

しかし、クラブの事よく分かってないなと実感して

います。

一番不向きな人間が副会長ということになります。

大役を全うできるか不安ではありますが、クラブの

ことを理解するよう努めて参ります。

皆様、ご迷惑をおかけすることも多々あるかもしれ

ませんが、温かい目で見守って頂けると幸いです。

本年度、 1年間宜しくお願い致します。

新年度挨拶� 塚脇　　洋�SAA

◇方針

�　今年度のSAAは、井伊会員、小林会員、青木会

員、西村会員、坂本会員と私の 6名で活動して参り

ます。

�　基本テーマとなる「ハッピーロータリー」に則

り、ロータリアンとしての品位、品格をもとに、毎

回楽しい例会の開催に努めて参ります。

◇計画

・�各担当理事及び各委員会と連携を深め、「楽しい

例会」を目指す

・無断欠席の「ゼロ」を目指す

・�配席については、会員相互の親睦が図られるよ

う、工夫する

・ニコニコ箱の目標金額を150万円とする

本年度主要行事予定� 木田　昌宏�幹事

今回の会員名簿に記載した主要行事予定表には、従

来の情報に加え、例会の回数、クリーンデイや炉辺談

話などのクラブにおける主要奉仕活動、理事会の日程

も入れております。

この表を事業所に貼る等利用願います。



ロータリーは機会の扉を開く

早速ですが、今年度は、コロナ禍の影響により、 7

月30日のクラブ奉仕の炉辺談話を中止とし、代わりに

8月24日の第 3例会を「クラブ奉仕について」として

意見交換を行います。

クラブ行事では、 9 月14日の秋の移動例会もスケ

ジュール表に掲げて行うように勧めてまいりました

が、やはり思わしくないということで、中止とさせて

いただきました。

地区行事では、秋のライラの中止が決定しました。

多団体との連携事業は、 7 月 1 日に行う予定のク

リーンデイおよび 7月12日に行う予定のクリーン・エ

サカは残念ながら中止になりました。

この予定表を作成後に変更になったものは取り消し

線をいれております。

今後、会員全員が懇親をはかっていただく事業とし

ては、12月21日の豪華なクリスマス例会、 4月 5日の

桜の花が満開の時期に行います春の家族例会が予定さ

れています。

ぜひとも開催できることを祈念したく思います。

地区の関連では、12月12日に行われます地区大会本

会議の参加、そして、ロータリー国際大会台湾への参

加です。また、世界大会中に圓山大飯店にて行われま

す大阪ナイトでは、当クラブの木下会員が地区国際奉

仕委員会委員長として出向されておりますので、労い

の気持ちを込めて一人でもたくさんの参加をお願いし

ます。

この案内がすべてではなく当然、年度が開始されて

決定や追加、変更がある行事もありますが、その都

度、報告させていただきます。

また、特別休会日、休日、休会日はお間違いのない

ように！

最後に事務局の勤務時間が変更になっております。

手帳に掲載されていますので、確認のうえ、ご協力

よろしくお願いします。

力が及ばないことが多々ありますが、メンバーの皆

様のお力を貸していただき今年一年がんばってまいり

ますのでよろしくお願いします。

軽体操	 清水（大）親睦委員

本年度、会報委員長兼親睦委員ですが、会長より

テーマの一つ「健康維持と向上」のもと、軽体操特命

担当を仰せつかりました。卓話前、または卓話後の時

間を約 3分位使い行ってまいります。何卒宜しくお願

い致します。

・脳の体操

①�片手の真ん中の指三本立てる。もう片手を両端の

親指・小指二本立てる。交互に左右の手の指を変

える。

②�両掌を組んで握る。右親指が上か下か、どちらか

組みやすい方を組んで、次に親指の上下を変えて

組み直し、それを繰り返す。

③�腕を組む。自分の組みやすい方に組んで、次に腕

を上下に組み替え、普段組まない方に組んで、そ

れを繰り返す。


