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本日の例会

次回の例会

第1804回例会 令和 3 年 4 月19日
今週の歌 「上を向いて歩こう」
卓
話 「会員対談」

橋本 徹也 パスト会長

聞き手 橋本 幸治 会員

第1805回例会 令和 3 年 5 月10日
今週の歌 「君が代」「奉仕の理想」
卓
話 「会員対談」

坂本 一成 会員

聞き手 橋本 幸治 会員

前回の記録

例会復活時には皆さんのニコニコへのご協力をお願
いします。
ところでこのような状況での例会運営をどうするか
で悩んでいます。
先輩諸兄からは顔を合わせるべきだとの声が届いて
います。
摂津ロータリーは40周年の予定ですが、簡ガバナー
は教室方式では良いがテーブルでは会食に当たるとの
指摘を受けています。
当面、Zoom例会が中心となりますので以下のこと
をお願いしたいと思います。
１ ．皆様にはネット画面から 1 分間スピーチの実施
２ ．各委員会のメンバー同士で電話での意見交換をし
て下さい。
３ ．委員会とは関係なく電話で懇親や情報交換を行っ
て下さい。
ロータリアンのメリットは交流です。電話で良いの
でこういう時はロータリアンとしての交流を続けて下
さい。
例年、次年度のクラブ協議会は 5 月に実施されるの
でリアル例会については出来るだけ早く復活させたい
と思います。例会はホテルの天井の高さ、騒いでいな
いことを考えると例会中に感染することは無いと思い
ますが100％安全とは言い切れません。
特に「不要不急」の考え方をクリアーにしなければ
なりません。社会的に批判を避けるための理論武装が
必要です。次週の理事会で当クラブの考え方を整理し
たいと思いますので理事の方々は考えておいて下さい。

会長挨拶

由上会長

先々週、コロナ急騰の話をし、皆さんに注意を呼び
かけました。私としては第 4 波と思っています。大阪
府は過去最大の感染者数を更新しています。ところが
今はまん延防止等重点措置の実施の適用で緊急事態宣
言よりも下のレベルです。経済活動のこともあり行政
は従来よりも甘い対応になっています。感染状況から
判断すると緊急事態宣言よりも強い警告が必要です。
消毒、うがい、マスク、小声、 3 密に注意して下さ
い。各自で対策をとって乗り越えて下さい。
（近況）
3 月23日には 2 輪会（当地区の 2 組の会長・幹事
会）があり、米山やロータリー財団の寄付金状況を各
クラブに質問されていました。ほとんどのクラブは目
標を達成されていました。
しかし、ニコニコの質問は有りませんでした。おそ
らく各クラブは例会数やイベントが減りニコニコ収入
は減っていると思います。当クラブも例年の半分近く
になるものと思われます。

ゲスト紹介

親睦活動委員会

木下副委員長

本日のお客様は、新しい米山奨学生のヘチチアラッ
チィゲー ドーナ, ピュミ ワッツァラさんにお越し頂
いています。例会をごゆっくり楽しんで下さい。

幹事報告

木田幹事

◇米山奨学生ワッツァラさんに奨学金を授与します。
◇米山記念奨学会より清水大吾会員に感謝状が届いて
おりますので、授与します。

出席報告
（当日はWEB参加の確認作業があったため、後日出席
委員会、幹事、事務局にて集計致しました）
●会 員 数 45名
出席会員数 40名（内Web参加22名）
●来
客 1名
本日の出席率 97.56％
● 4 月 5 日の出席率（メーキャップ含む）100％

米山記念奨学会委員会

近藤次年度委員長
米山奨学生 ワッツァラさん

今年度 4 月～ 9 月までの半年間、正式に当クラブで
お世話をする奨学生をご紹介します。
お名前が長いので、ワッツァラさんとお呼びします。
皆さん、どうぞよろしくお願い致します。
ワッツァラさん自己紹介をお願いします。

米山奨学生のワッツァラです。
名前はヘチチアラッチィゲー ドーナ，ピュミ ワッ
ツァラですが、長いのでワッツァラと呼んでください。
国籍はスリランカです。
現在、大阪大学の博士課程の 3 年生です。

化学を専攻しており、研究内容は有機化学関連なの
で、コロナのPCR検査にも少し関係します。
このまま行けば、たぶん卒業出来ると思いますが、
卒業後は日本で研究テーマを活かせる会社に勤めて、
研究を続けたいと考えております。
皆様、よろしくお願い致します。

今後の今年度地区ロータリー活動の告知
木下次年度幹事兼地区国際奉仕委員会委員長

平素より地区国際奉仕委員会活動並びに当クラブに
おける委員会並びに理事会の活動状況にご理解を賜
り、誠に有難う御座います。
今年度ガバナー簡 仁一氏より私に個人的並びに地
区委員会委員長として、告知要請が御座いました。当
クラブメンバーの皆様にご参加頂きたく、告知させて
いただく次第です。宜しくお願い致します。
①2020－21年度 春のライラの件
2021年 5 月 1 日にオンラインセミナーとして春のラ
イラが吹田RC主管（幹事 富永 明 氏）で開催され
ます。
基調講演に特定非営利活動法人 ジャパンハート 最
高顧問 ファウンダー/小児外科医 吉岡秀人氏の講演
会並びにグループディスカッションが行われます。
ご参加の程、宜しくお願い致します。参加無料です。
②ロータリー希望の扉プロジェクトの件
＊地区広告文書引用
『緊急事態宣言が解除された今（医療緊急事態宣言
が大阪府全域に出ておりますが……）、ロータリーと
して何ができるのかをすべてのロータリアンともう一
度考えてみたい、そして、そのきっかけとなる機会を
提供することが、今の地区の使命であるという思いか
ら、ロータリー希望の扉プロジェクトを立ち上げるこ
とに致しました。』
つきましては、昨年以降IMロータリーデーでご講
演頂く予定の演者様に下記日程にてご講演頂く事とな
りました。各講演共に、これも無料で御座いますので
オンラインでのご出席をお願い致します。
◎2021.5.29 大阪大学 石黒 浩先生 講演会
『遠隔操作対話ロボットとコロナ後の社会』

講演会ホストクラブ：大阪帝塚山ロータリークラブ
◎2021.06.21 ジャーナリスト 門田隆将氏 講演会
『コロナが問う！日本の危機管理～基本に戻って未

来へ～』
講演会ホストクラブ：東大阪みどりロータリークラブ
③今年度はロータリー世界大会が中止となり、2021年
バーチャル国際大会が開催されます。
これはロータリーの会員と参加者ならどなたでもご
参加いただけます。
しかし、登録料は「有料」となります。
バーチャル国際大会への登録は、マイロータリーに
て 4 月中旬に開始されます。
4 月中旬より21日間
↓ 登録料：プロモーション割引により49ドル
5 月初旬以降
↓ 65ドル
各大会前会議への登録料は20ドルです。
また、国際大会と大会前会議の登録料には、友愛の
家へのアクセスが含まれています。
今後は、https://convention.rotary.org/jaで発表さ
れます。
是非ともご参加並びにご理解をお願い致します。

ゴルフ同好会

榎原会員

4 月14日
（水）
第 3 回吹田西RC由上会長杯ゴルフコ
ンペをキングスロードゴルフクラブにて開催いたしま
す。コロナ禍の為表彰式は後日例会で行いますのでプ
レー終了後現地解散とします。
なお会費は当日朝5,000円徴収致しますので釣り銭
の無きようにお願い致します。

卓

話

会員対談


聞き手

榎原

一滋 会員

橋本

幸治 会員

⁂学生時代にはまっていたこと
小さな頃から車が大好きで読むのは漫画ではなく

「ドライバー」という車の雑誌でした。よくすれ違う
車の名前を言い当てながら歩いていました。なぜか
オートバイには興味がわきませんでした。16歳で免許
を取るとどんなバイクでも乗れた最後の世代でしたの
で取っておけば良かったと少し後悔しています。今は
大型免許はなかなかとりにくいみたいなので。
中学・高校生の頃はフォークソングにはまっていて
吉田拓郎・井上陽水世代でした。ギターに興味を持ち
始め摂津高校ではバンドを組み陽水のコピーをしてい
ました。歌は下手だったのでギター担当で。英語の先
生がマーティンのギターを持っていて憧れましたね。
私のは兄のお下がりのヤマハでしたけど。
近畿大学ではモータースポーツのラリー・ダートト
ライアルがしたくて自動車部に入ったのですがもっぱ
らフィギュアという競技がメインでした。30M四方の
枠の中にジュース缶を並べ車庫入れ・方向転換などで
タイムを競うものです。これは思っていたこととかけ
離れていて楽しくなかった、で地元の先輩が入ってい
た神戸のラリークラブ「KRMC」甲南ラリーモータ
リストクラブに入会、教師・医者・弁護士・など様々
な業種がメンバーで夜な夜な山道を走り回っていまし
た。競技もよく出ていましたが大学 4 年の時に高槻の
林道で練習していた時事故が起こりました。前を走っ
ていた先輩の車が見当たらない、林道から50Mほどの
谷底に転落しておりナビゲーターの友達は頭を強打し
て昏睡状態のまま 1 か月後に亡くなりました。これを
機に競技から遠ざかりました。本当にショックでした。
ヨットも大学生のころ始めました。江坂の金田町に
ヤマハボートのディーラーがあって兄とのぞきに行っ
たのがきっかけですがいきなりヤマハの26フィートの
クルーザーを買いまして琵琶湖の雄琴マリーナに置い
てよくレースにも出ていました。琵琶湖は湖ですが琵
琶湖大橋を超えて北に上がると大海原のように感じら
れます。山に囲まれているので風が回るんですね。風
をつかむのがなかなか難しいです。慣れてくると外洋
に出てみたいと思うようになり泉南の淡輪ヨットハー
バーが開港したと同時に移りました。このころは阪和
自動車道がまだ開通しておらず国道26号線がメイン道
路で夏になると海水浴に行く車で大停滞で苦労しまし
た。今でも鮮明に覚えているのは仲間の船と 2 艇で須
磨ヨットハーバーから小豆島にクルージングに行った
時の事、ちょうど台風が接近しており 4 時間ほどかか
るところを追い風 2 時間で着いたのですが港が見えて
きた頃に猛烈な風と雨で仲間の船の30フィート近くあ
るマストが波の合間に隠れてしまうほど大荒れになり
ました。初めてストームジブという悪天候用のセール
を使いました。ほんと死ぬかと思いましたね。兄が東
京転勤になりヨットも持っていたのでマリンスポーツ
は終了となりました。
⁂あの時に戻れるとしたらいつ、それはなぜですか？
イタリア料理店を始めたころ、人を育てることが出
来ていたらまだ飲食店を続けて行けてたと思います。

ロータリーは機会の扉を開く
性格上自分が中に入ってしないと駄目なたちなので致
し方ないですけど。でも今のコロナ禍を考えるとやめ
て正解やったと思います、飲食店本当に厳しいですも
んね。
⁂好きなテレビ番組、本、映画は何ですか？
よく見るテレビ番組は「プレバト」俳句とか水彩画
とか生け花など意外な人がこんな才能があるのかと見
ているだけで楽しくなります。自分にできないことは
見ているだけで十分です。
本は好きではないので読まないです。活字見ている
だけで眠たくなります。映画はアクション物か自動車
ものですね、見るのは。スカッとするのが好きです。
⁂自分自身を一言でいうと？ 漢字一文字で表すと、
動物に例えると
見栄っ張りで涙もろい、特に最近年取ったせいか何
かにつけ涙が溢れます。いろんなことに感極まってし
まいます。
⁂もし趣味が一つしか選べないとなると何を選ぶ？
やはり車＆ドライブです。今まで乗った車を数えて
みましたら30台ほどになります。
初代ホンダシビックから始まりトヨタスターレット
KP-61・いすゞジェミニZZ-R・アウトビアンキA112
アバルト・ゴルフカブリオレ・ゴルフ・ポルシェ930
カレラ・スズキマイティボーイ・BMW735・ミツビ
シミニカトッポ・ブルーバード-アテーサ・ベンツ
300CE・ダイハツムーブ・ポルシェ964カレラ 2 ・マ
ツダMPV・AMG-SL600・トヨタエスティマ・ホンダ
Z・AMG-S55L・AMG-CL55・ホンダエリシオン・日
産 キ ュ ー ブ ニ ス モ・ポ ル シ ェ 997 タ ー ボ・VW ポ ロ
GTI・レンジローバーイボーグ・フェラーリFF・ル
ノートゥインゴRS・AMG-A45・ポルシェマカンGTS・
ダイハツムーブキャンバス・フェラーリ488GTB、若
い頃はノーマルで乗るのが我慢できずあちこち改造し
て満足したら次に乗り換えって感じでした。もう車道
楽もそろそろ終焉ですかね、時代が音の無い焼けたオ
イルのにおいのしない電気自動車に移っていくのがさ
みしい限りです。
⁂休日はなにをしていますか？
食べることも好きなので週末は嫁とおいしい食べ物
屋をドライブがてら巡っています。最近は田舎の美味
しそうな蕎麦屋巡りが多いです。嫁も最近車が気にな
るみたいで一人で出かけているときかっこよいのを見
つけると写メを取ってこれ何って聞いてきます。助手
席に乗っているときはほとんど寝ておりますが。去年

の夏金沢の温泉にフェラーリで行く予定が運悪く台風
が発生、ベンツは修理に出しており泣く泣く軽自動車
での遠出となりました。うっぷんたまりまくりで今年
はリベンジしたいと思っています。料理人だったこと
もあり今でも家の食事はほとんど作っています。好き
なので致し方ないですね。そろそろ娘に料理を教えて
いこうと思っていますが包丁使いがおっかなくてなか
なか進みません。今は孫が 2 人生まれまして顔を見る
のが楽しくて仕方ないです。ほんと爺バカになってお
ります。
⁂今 の仕事に出会った原因は？ もし今の仕事でな
かったら何になっていた？
今の仕事は家業を継いだまでです。兄はサラリーマ
ンでずっと東京と海外で定年になるまで居ませんでし
たから20年ほど前から不動産経営に携わりました。そ
れまでは28歳から15年ほどここ江坂でイタリア料理店
を経営していました。料理は学生時代から好きでした
ね。学生時代はずっと飲食店の厨房でバイト三昧でい
つの間にか料理の世界にどっぷり漬かっていました。
ちょうどバブル後半の頃に店をオープンしてイタ飯
ブームもあり寝る暇もなく働きました。本当に忙し
かったです。人に任すことが出来ない性格で何もかも
自分がしないと気が済まないたちだったのでなかなか
人を育てることが出来ず、負担ばかりが増えて嫌気が
さした頃に転職ということになりました。ちょうど娘
が生まれたことも理由の一つです。自分の時間が全く
ありませんでしたからね。この頃の飲食業界は今だと
超ブラック企業でした。労働時間は15～ 6 時間は当た
り前、午前 0 時過ぎに帰宅し 7 時には買い出しの日々
が続きました。休みの日は嫁とあちこち食べ歩くのが
唯一の休息でした。家業は360度違う仕事で慣れるま
で戸惑いましたね、特に時間の面で。お酒も店をして
る頃は飲みに出る時間もなくほとんど飲みませんでし
たが、家業になってからは誘いも多く時間の余裕もあ
り初めて北新地に連れて行ってもらった時は感動モノ
でした、こんなきらびやかな世界があるんやと。諸先
輩方と同じようにどっぷりと夜の世界に漬かってしま
いました。今はコロナ禍で飲みに行く機会が減りなか
なか健全に過ごしております。
⁂特別な力を与えられるとしたらどんな力が欲しい？
欲は言いません、もう少しゴルフが上手くなりた
い、最近ユーチューブでいろんな情報を得ることが出
来るのでいろいろ試していくうち訳が分からなくなっ
て暗闇にはまっていく感じなのです。ほんといやにな
ります。

