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会長挨拶	 由上会長

今日はコロナについてお話させて戴きます。
当地区では約10クラブが休会となっております。大
阪府の感染者も200名を超え心配な状況です。
春先に発生した折には給付金や補助金などの卓話を
府の職員に依頼しようかな？と思っていました。とこ
ろがコロナ関係者の派遣は忙しく難しいとのこと。
そこで民間の人を捜したところ、業務としていて講
演もしている人を見つけました。彼は融資額の 7％を
報酬として貰っているようです。
行政によるコロナ援助についての卓話を行う他に社
会奉仕事業として講演、人が集まることが難しければ
ネット、或いはケーブルテレビでの放送などもあるの
かなと考えていましたが 6月の中旬に例会が再開され
ると皆さんは結構対応していることが分かりました。
ピン呆けですね。
そこでピン呆けの頭で考えてみました。コロナ対策
の本質は治療薬とワクチンで私たちロータリーに出来
るものではありません。
ですがコロナによる物品提供や情報発信などがある
と思いました。
ところが昨日〇△医大の事務長と話をしますと「〇
△医大では重傷者のみ 8名を受け入れる、現在の重傷
者いない。プレハブを作ってPCRの検査はやってい
る。建築費用は全額補助金が出ている。保健所や医療
機関からの申し出でPCR検査を受け入れている。

フェースマスクや作業服なども無事に入ってきていて

不足の物はない。又、半官半民の医療法人から補助金

もある。患者数が減り、経営的には大変です。」との

こと。

続いて皆さんがコロナにかかったと思われる方は次

のようにして下さい。PCR検査、抗原検査、抗体検査

があります。PCR検査は 2日、抗原検査は 2時間、抗

体検査は20分で結果が分かります。費用はPCR検査で

5 万円と高目ですが診療費の見直しが進められてお

り、価格は下がると思われます。

不安に思われることが有りましたら坂口先生に電話

して下さい。坂口外科では現在、抗体検査をすること

が可能です。

卓話時に会計から予算報告がありますが予備費を50

万円にしました。例年は30万円ですがコロナによる影

響も考え少しだけ増額しました。

なお、ロータリー基金が362万円あることが分かり

ました。いつ、どんな目的で作られたのかは現在不明

です。最悪の場合コロナ関連に支出することも考えま

すが使わなければ周年行事の積立金に回すことも考え

ていきます。

皆さん、具体的にどんなものがあるかを提案して下

さい。

ゲスト紹介	 親睦活動委員会　瓜生委員

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。例会をごゆっくり楽しんで下さい。

本日の例会

第1780回例会　令和 2年 8月31日
（第1779回例会は休会）

今週の歌　「R－O－T－A－R－Y」
卓　　話　「話し上手と呼ばれるために」
� 読売テレビ アナウンサー　立田　恭三�様

前回の記録

次回の例会

第1781回例会　令和 2年 9月 7日
今週の歌　「君が代」　「奉仕の理想」
卓　　話　「米山記念奨学会報告」
� 米山記念奨学会　髙木久美子�委員長
� 米山記念奨学生　サンダリさん�　　



幹事報告	 木田幹事

1 ． 8 月度誕生日月のお祝い品をお渡ししました。

2．第 2回理事会報告（ 7月27日）

　　【承認事項】

　　①�2019－2020年度会計監査報告及び次年度予算案

承認の件。

　　　�コロナ禍による日程の都合上一部審議を行いま

した。

　　　�次回例会前に決算及び予算書の全部の審議を行

うことにしました。

　　② 9月・10月度例会のプログラムを承認しました。

　　③�10月19日のガバナー公式訪問時の例会前の会議

参加者は、会長、幹事及び 5大奉仕担当理事と

する。

　　④来週10日及び17日の定例会は休会です。

　　　�また、事務局は夏季休暇のため 8月11日から17

日まで休日です。急用は、木田幹事まで連絡し

てください。

3．他クラブにおける休会案内

　　吹田RC　　　　�8 月 6 日・13日　休会（当面のビ

ジター受付は行いません）

　　茨木RC　　　　 8月 5日　（オンライン例会）

　　茨木西RC　　　 8月 5日　休会

　　新大阪RC　　　 8月 5日・12日　休会

　　守口RC　　　　 8月 5日・12日・19日　休会

　　摂津RC　　　　 8月 7日・14日　休会

　　大阪北梅田RC　 8月 3日・17日・24日・31日　休会

4．�当クラブにおいても今後コロナ禍により休会にす

る可能性があります。その場合、緊急理事会にお

いて決定し皆様に報告いたします。

5．�2020年 1 月から 6月までに受領された財団の個人

寄付の確定申告用の領収書をお配りしました。再

発行不可能です。大切に保管ください。

6．�米山奨学生のサンダリさんへ奨学金をお渡ししま
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　37名
●来　　　客　 1名　　本日の出席率　86.47％
● 7月13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

本日、木田会員、榎原会員、山下会員、家村会員、
橋本（徹）会員、瓜生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。
8 月度のロータリー財団レートは 1 ドル：105円で

す。（160ドル：￥16,800－）

米山記念奨学会委員会	 髙木委員長

本日、家村会員、榎原会員、木田会員、佐藤会員、
清水（大）会員、橋本（徹）会員、山下会員より特別寄付
を頂きました。ご協力ありがとうございました。

社会奉仕委員会	 佐藤委員長

1 ：献血活動について
前回の例会でも申し上げましたが、 8月27日木曜日
に献血活動があります。不手際により、チラシがまだ
出来ておりません。場所はこれまで同様、ビケンテク
ノ様です。
次回例会では直前になりますので、重ねてご案内い
たします。
2：交通安全チャレンジについて
本日より、登録用紙を受付に置いております。免許
証番号が必要です。また、認め印も必要になります。
本日、お忘れの方は、次回以降に印鑑をお持ちくださ
い。締め切りは 9月の最終例会になりますが、早い目
の登録をお願いいたします。

青少年交換委員会	 橋本（芳）委員長

2021－2022年度派遣の青少年交換学生の募集締め切
りがコロナの影響もありまして、2020年11月30日（月）
となっています。対象者がいましたら期日中に委員長
の私か副委員長の石﨑まで問い合わせお願いします。



クラブ会報委員会	 清水（大）委員長

今年度も会報を見やすく無駄なく作成して費用を押
えて行きたいと考えておりますので、発表・卓話等の
お話はしっかりたっぷりして頂き、原稿は極力簡潔に
作成し、A 4 一枚以内にはまとめて頂きますようお願
い申し上げます。

野球同好会	 清水（大）会員

今年度の全国RC野球大会は高校野球が中止とな
り、高校球児が涙を呑んで中止を受け入れている中、
ロータリアンがその合間に甲子園で野球をすることは
道義上すべきではないとの判断から、中止となりまし
た。また第2660地区ガバナー杯野球大会も感染拡大防
止の観点から中止と決定いたしました。練習は状況を
みながら行いたいと思います。

ニコニコ箱	 塚脇SAA

●尾家会員　 1、由上会長のご活躍を祈念して。 2、
欠席のお詫び。
●杦本会員　今月もコロナにかからず来れていること
に感謝です。
●清水（良）会員　橋本芳信さんからご縁をいただきま
した。ありがとうございました。

　　　　　　　　本日のニコニコ箱� 16.000円
　　　　　　　　累計のニコニコ箱� 177.000円
　　　　　　　　累計ニコニコB� 500円

前年度事業報告� 堀直前幹事

2019－2020年度事業報告をさせていただきます。
吹田西ロータリークラブ40周年という大きな節目の
年度において幹事という大役を仰せつかり、残念なが

卓　　　話

ら新型コロナウイルスの影響という予期せぬ事態で計
画どおりにならなかった事業もございましたが、こう
して例会で皆様の前で前年度事業報告をさせていただ
ける状況になり、まずもって橋本直前会長はじめ理事
の方々、当クラブ会員の皆様、そして事務局の久田さ
んのおかげと感謝申し上げる次第です。
事業報告に先立ち、前年度の事業を計画するところ
の話からになりますが、内示という形で幹事を仰せつ
かり、橋本直前会長から40周年に向けて打合せをしよ
うと言われて始動したのがちょうど 3年前の2017年 7
月でした。第 1回目の打合せを弊社の運営する鶴兆と
いう焼肉店にお越しいただき、瀧川パスト会長にも最
初入っていただきアドバイスも頂きながら始まったわ
けですが、40周年ということで通常年度よりも式典や
周年事業のことを余分に考えなければならないのは分
かるものの、担当年度が始まる丸々 2年も前から準備
をするものなのか？と戸惑った記憶がございます。そ
の当時まだ入会して 4年程度ということもあり、幹事
は何をすべきか全く分からない中でしたので、橋本直
前会長がどんどん計画書や事業アイディアを出されて
いくことに対して何とか付いていくのが精一杯でし
た。それは担当年度が終わるまで終始そういったとこ
ろでしたので、幹事として橋本直前会長やクラブのお
役に立てたという実感が全く無いというのが正直な感
想でございます。
前年度事業報告の内容につきましては、すでに各奉
仕理事、そして40周年記念実行委員会の方々より卓話
にてご報告をいただいており、皆様のお手元にお配り
している年間の報告概要（これも私ではなく橋本直前
会長がクラブ概況向けに先に作っていただいたもので
す）のとおりとなっております。創立40周年記念式典
や世界大会が中止になったことは本当に残念でした。
しかし40周年記念事業や式典に向けた皆様の取り組み
が決して無駄に終わったわけではなく、むしろ世の中
がコロナで混乱した中でもそれに対応して、吹田地域
の医療機関へ支援物資を寄贈したり、定款を細かく見
直していったり、10年先までのビジョンを策定するな
ど、これまでに無かった形で社会やクラブに奉仕する
ロータリー活動が出来た年度として、皆さんの記憶に
も記録にも残る意義のある年度だったと考えておりま
す。
また、橋本直前会長のロータリークラブへの取り組
み方についても大変勉強になりました。先々まで考え
て早め早めに計画を立て（結果として慌てることなく
スムーズに進められた）、ロータリーのルールに則り
ながらも何とか新しい工夫が出来ないかギリギリまで
アイディアを見直し、かと言って独断専行でもなく周
囲へ相談もしつつ、決めるべき時は会長としてしっか
り決断される、そしてその結果を会員の皆様にどのよ
うに伝えるかについてまで細かく配慮されるという、



ロータリーは機会の扉を開く

感心しつつもなかなか真似できないなと尊敬するばか
りでした。幹事になると会員の皆様から至らない点に
ついてお𠮟りやクレームを沢山頂戴することになるだ
ろうと覚悟しておりましたが、橋本直前会長のそう
いったリーダーシップと、会員の皆様方の寛容さで温
かく見守っていただいていたことに改めて感謝申し上
げます。
現在制作中のクラブ概況が完成して皆様へお届けで
きるまでは未だ役目が終わったという気がしません
が、以上をもちまして前年度の事業報告とさせていた
だきます。皆様 1年間誠にありがとうございました。

前年度決算報告� 木下直前会計

別紙配付の2019－2020年度会計報告に基づき、前年
度決算報告をされました。

40周年記念事業会計中間報告
� 40周年実行委員会　井伊会計

別紙配付のC）積立会計に基づき、40周年記念事業
の中間報告をされました。

前年度会計監査報告� 荻田直前会計監事

2020年 7 月 9 日、事務局にて証票及び諸帳簿を監査
致しましたところ、全て適正にして且つ正確であるこ
とを確認致しました。

今年度予算案� 近藤会計

2020年～2021年の予算書について、時間の関係で各
項目の合計金額及び総合計金額並びに対前年との増減
金額を報告させていただきました。
代表して前年度会計監事の荻田パスト会長様から質
問と要望が有りました。
「今回の予算書で一般会計の支出が多く次年度繰越
金が大幅に減っている。過去に前年繰越金が少なく予
算策定や活動実施に苦労した事が有り、次年度の為に
も繰越金は出来るだけ多く残すように考え対応して欲
しい。」とのご意見をいただきました。
今後、会長、幹事、各委員長と良く相談しながら活
動費やその他経費の中身を実施時に精査して対応致し
ます。


