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会長挨拶	 由上会長

先週、大阪府は赤ランプが点灯しました。
12月の理事会では赤ランプの点灯時は休会としまし
た。
本来なら今日の例会は休会なのですがZoom例会と
させて頂きました。
今日のZoom例会も午後 4 時半から準備して頂いて
います。
役所の人間が 5人以上で外食をすれば、メディアに
叩かれる今日この頃です。
私個人としてはコロナには十分注意をし、掛かって
しまえば仕方がないと言う考えですが当クラブにてク
ラスターが発生すれば当クラブに大きな汚点を残すこ
とになります。
皆さんは「不要不急の外出禁止」を唱えておられる
方々だと思います。
よって今日の理事会で改めて運営方針を確認したい
と思います。結果は追ってメールでお知らせいたしま
す。

◇ロータリーの近況
枚方RCの創立60周年式典が行われましたが会員と

ガバナー、ガバナー補佐のみの式典とされ、食事も無
かったようです。摂津RCも 5 月15日に40周年式典を
準備されていますが未だ招待状は届いていません。苦
慮されていると思います。本当に大変な状況です。

春のRYLAが 5 月 1 日の13時よりネット配信されま
す。
主管は吹田ロータリークラブで基調講演はジャパン
ハート創設者の吉岡秀人医師です。
吉岡医師は吹田市の出身です。皆さんも出来れば見
て下さい。

先週はゴルフ同好会の主催にてキングスロードで行
われました。
コロナを恐れない16人が参加しました。成績発表は
後ほど行ってもらいます。

山下委員長、HPの作成やZoomなどでこの 1年大変
お世話になり、ありがとうございました。佐々木さ
ん、生でお会いできることを楽しみにしています。

幹事報告	 木田幹事

◇�本日Web例会に引き続き第11回理事会→新旧合同
理事会があります。
◇�来週 4月19日は年間休会日、 5月 3日は祝日のため
休会です。
◇�春のRYLAセミナーは 4 月15日で締め切りでした
が、まだまだ参加可能ですのでたくさんのメンバー
の参加をお願いします。
◇�2021年度ロータリー国際大会はバーチャル開催とな
りましたが、登録については最新情報としてMY�
ROTARYへ掲載されますので随時ご確認ください。
　MY�ROTARY�URL：https://convention.rotary.org/ja

本日の例会

第1805回例会（Zoom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」
� 杦本日出夫�会長エレクト
� （Zoom例会のため単独卓話）

前回の記録

次回の例会

第1806回例会　令和 3年 5月17日
今週の歌　「愛は勝つ」
卓　　話　「会員対談」
� 坂本　一成�会員
� 聞き手　橋本　幸治�会員



出席報告	 出席委員会　村井委員長

●会　員　数　45名
●出席会員数　41名（Web参加33名）
●来　　　客　 2名　　本日の出席率　100％
● 4月12日の出席率（メーキャップ含む）100％

ゴルフ同好会	 榎原会員

令和 3年 4月14日にキングスロードゴルフクラブに
て第 3回吹田西ロータリークラブ由上会長杯ゴルフコ
ンペを行いました。
★優　勝：杦本会長エレクト
� OUT�56　IN�48　GROSS�104　HD�38　NET�66
　準優勝：橋本（幸）会員
� OUT�39　IN�41　GROSS� 80　HD�10　NET�70
　 3 　位：鈴木パスト会長
� OUT�43　IN�53　GROSS� 96　HD�25　NET�71
次回は 9月に杦本会長杯ゴルフコンペとなりますの
でよろしくお願いいたします。

退会挨拶	 山下会員

転勤により 4 月 1 日からJ：COM神戸三木局に勤務
しています。そして今月をもって吹田西ロータリーク
ラブを退会することになりました。2018年に転勤で吹
田勤務となりましたが吹田のことはほとんど知らず、
人脈もありませんでした。2019年に瀧川パスト会長と
橋本徹也直前会長のご推薦で当クラブに入会させてい
ただきましたが、地域で商売をさせていただく以上、
何らかの地域貢献をさせていただく必要があると考え
ていましたので、吹田市で人脈ができることはたいへ
んありがたいことでした。奉仕の精神を学びながら皆
さんと一緒に活動させていただいたことはたいへん有
意義で楽しい思い出となりました。個人的にはもっと
皆さんと一緒に活動したいと思いますが、会社の方針
に従い後任に託すことになりました。後任の佐々木は
私が居りました吹田局の局長ではなく、吹田エリアと
豊中エリアを統合した北大阪局の局長です。吹田市内
のサービスはこれまでと何ら変わりなく、続けていき
ますので今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

��

お誕生日のお祝い　 5月
�

会　　員
　清水（大）会員
　瓜生会員
　堀会員
　瀬川会員

会員夫人
　長屋会員夫人
　伊藤会員夫人

ご結婚のお祝い　 5月
小川会員ご夫妻
新井会員ご夫妻
堀会員ご夫妻

伊藤会員ご夫妻
坂本会員ご夫妻

�

会員対談� 橋本　徹也�パスト会長
� 聞き手　紙谷　幸弘�会員　　　

大阪府ではコロナ感染者数が増大しています。まん
延防止等重点措置が適用されましたが、コロナ感染の
勢いは止まる気配を見せておりません。
4月以降のプログラムについて、外部の講師依頼は

難しいことからその状況を逆手に取り、この機会に会
員の人となりを感じてもらえるようなプログラムとし
ました。
毎回 1 人のメンバーに対し、RC関連だけでなく趣
味や職業のことを質問しながら其のメンバーをよりよ
く知ってもらおうというプログラムです。
本日お願いしました会員さんは、橋本徹也さんです。
宜しくお願いします。
早速ですが、橋本徹也さんのことを少し紹介します。
昭和35年 4 月 3 日お生まれの61歳、明治大学を出
て、現在株式会社橋本測地設計事務所の代表取締役を
努めております。
まずは、学生時代のお話をお聞かせください。
明治大学では剣道部でご活躍だったとかそのあたり

卓　　　話



の話をお願いできますか。

―明治大学剣道部　全然活躍してません！
なぜ剣道をしているのかというと、小学校ではバス
ケット部、学校から帰ったら、野球やっていました。
一番いやいややっていたのが剣道で熱いし、寒いし、
痛いし、重たいし。そして、一番頑張っていたのが水
泳でした。
そして、吹田第 6 中学校に入学するとプールはな
い、野球部はない、バスケット部はない、もちろん
サッカー部もない、選択肢が少ない中、剣道部に入り
ました。30人くらいが剣道部に入部しましたが、その
中で選手 5名に選ばれ、 3年の時は副将として、市長
杯では団体優勝、北摂大会も優勝、大阪大会は、コー
ト決勝でPL学園に負けましたがチームは強かったで
す。
そのころ、大阪の高校で剣道の強豪校は、PL学
園、清風高校、明星高校でした。吹田 6中に剣道部の
顧問の田中先生が明星高校出身だったので、明星高校
に行くように勧められました。PL、清風は、剣道で
選手を引っ張っていましたが、明星は一切ありません
でしたから、文武両道で頑張っていました。
ここで少し脱線しますが、ロータリークラブに入会
して、自分の人生が、いろいろな人のつながりで影響
があるのだと思いました。吹田第 6中学校に剣道部を
作った、顧問の田中先生は、南吹田と地元なんです。
今、吹田ロータリークラブのメンバーでもあります。
それは関係ないのですが、実は、木下基司会員の親戚
なのです。そしてなんと、吹田西ロータリークラブの
メンバーだった木下基司会員のお父様があの時代、こ
んな田舎から明星学園の中学校・高校にいかれてい
て、その憧れから田中先生も明星中学校高校に行かれ
そこで剣道を始められました。
もし、木下会員のお父様が明星に行っていなかった
ら、僕も明星ではなく、剣道もしていないかもしれま
せんし、今ここにいなかったかもしれません。
明治大学に入学して、剣道部に入るか悩みました、
当時、剣道部80名（40名九州出身　40名本州）同期20
名で私（一般入試）以外セレクションか付属高校出身
でした。既に、同期は入学する前の 3月末から合宿に
参加してスタートしていました。一人で入部させてく
ださいといいに行った時は、ほんと緊張しました。入
部して、一年の時は、「こんにちは」「失礼します」「ご
ざいます」「ございません」しか、しゃべれないし、
稽古はきついし、怖いし、 4年間剣道で活躍すること
は無かったですが、人間関係・社会勉強を多く学ばせ
ていただきました。―

そんな剣道ですが、調べたところ、有段者の登録数

が180万人で柔道に比べると10倍以上の競技人口がい
るようですが、なぜオリンピック種目に選ばれていな
いのかという疑問があります。その辺についてお聞か
せ下さい。

―剣道はオリンピック種目にはしない理由
全日本剣道連盟がオリンピック種目に推薦すること
を反対している。
「日本古来の武道精神を損ねる可能性がある」との
考え方から来るようです。
柔道は立派に国際化がなされ、本来の柔道の姿とは
全然違うものになっていっているのを見て、全剣連は
「剣道は国際化してはいけない」と思ったのかも知れ
ません。「柔よく剛を制す」柔道用語としても知られ
ており、体の小さい人が相手の力を利用して大きい人
に勝つことを指して使われます。しかし、レスリング
と同じ、体重に合わせた階級になっています。
剣道では、「心技体の一致」であるとか、「残心」で
あるとかが一本に必要とされ、「剣先が当たった」だ
けでは一本にならない。
もし剣道をオリンピック種目にしたら、フェンシン
グのように「竹刀が当たればランプが光る」的に、誰
が見てもわかりやすいルールに変わっていく。胴や面
に機械を取り憑けて、竹刀が当たったら一本になると
したら、それは果たして『剣道』と呼べるでしょう
か？
～驚くべき韓国の主張
韓国は、剣道の起源は自国にあると主張し、韓国の
競技「コムド」としてオリンピック種目にしようと申
請を出そうとしているそうです。日本人からしたら
びっくりして声も出ないような滑稽な主張ですが、
笑って見過ごすわけにはいきません。
韓国は、日本の空手をルーツとするテコンドーをオ
リンピック種目にさせ、しかも、100年にも満たない
テコンドーの歴史を「2000年来の韓国固有の武術」と
して世界に広めることに成功しています。しかも韓国
側は、空手はテコンドーのパクリだと主張して回って
いるそうです。
とにかく、オリンピック種目になれば、礼節を重ん
じなくなるでしょうね
世界大会でも日本に負けた韓国は、試合後の礼を
ちゃんとしない。
剣道のルールでは、 1本取ってガッツポーズを取る
と取り消しになります。
相手を重んじるという精神です。オリンピック種目



ロータリーは機会の扉を開く

になれば必ずなくなってしまうでしょう。
柔道ではもうなくなっていますね！―

●�好きなテレビ番組、本、映画は何ですか？
○�テレビは、NHKが多いですね、朝ドラ、大河ドラ
マは必ず見ます。
○�本はよく読みます。歴史ものが好きで、司馬遼太郎、
今「最後の将軍」を読み終えたところです。村上
春樹、山崎豊子、池井戸潤様の本も読みます。楽し
く読んでいるのが東野圭吾の本です。ほとんど読ん
でいるので、本屋で買って帰るとなんか読んだこと
あるなと同じ本を買ってしまうこともあります。今
「さまよう刃」を読んでいます。
　�映画は、歴史ものが大好きです。考えさせられる映
画クリントイーストウッドの作品なんか大好きです。
●�一緒に食事を楽しみたい歴史上の有名人は？
○�坂本龍馬（経済と政治の両立）と田中角栄氏（働き
ながら、学ぶ）。
●�もし趣味が一つしか選べないとなると何を選ぶ？
○�仕方なしに剣道を選ぶでしょうか
●�休日は何をしていますか？理想の休暇の過ごし方
は？
○�休日もゴロゴロしていることはないです。朝から映
画に行って午後は他のことをしてというのが多かっ
たですが、コロナ禍で、昨年60歳還暦を迎え、体重
が増えてしまったので昨年 8月から朝 5時半から服
部緑地公園までウォーキング＆ジョキング約 1時間
毎日運動しています。休日は、嫁さんも一緒に行く
ので、 6時スタートし、 6時30分に中央公園にいき
ラジオ体操をして続きの運動を行います。その後、
スターバックスによってコーヒーを飲んで帰りま
す。まだ 8時前です。その後も有意義に過ごせます。

●�今の仕事は、先代から引き継がれましたが、もし今
の仕事でなかったら何になっていた？
○�実は、防衛大学を受験していました。現在の宮城県
知事の村井さんとは、明星学園の同期で彼も防衛大
学を受験し、彼は合格、私は不合格でした。合格し
ていたら、村井知事のように、防衛省、自衛官、府
議会議員になって知事になっているかもしれません。
●�特別な力を与えられるとしたらどんな力がほしい？
○�どこでもドア
●�今までやったことのあるおかしなこと？失敗？
○�おかしなこと、失敗たくさんありますが、ここでは
しゃべれません。
●�お友達からも橋本徹也さんの人物像をお聞きしてい
ます。
　�声が大きい・態度が大きい・人使いが荒いが人への
気遣いもすごい・兄貴肌で面倒見がよい・怒ったこ
とは見たことがないが、怒ったら怖そうなどでした。
●�昨年会長としてやってこられ、今のロータリーに一
言。
○�昨年 1年間会長としてロータリー活動をさせていた
だきましたが、皆さんの協力を得て成り立っている
ことを改めて実感いたしました。コロナ禍で大変な
時期ですが、一人一人が出来る範囲の中で協力し
あって吹田西ロータリークラブを盛り上げていきま
しょう。
●�最後に、自分自身を漢字一文字で例えるならなんで
すか。
○�橋本徹也の「徹」ですね！貫き通す。考え方や態度
などが最後まで変わらないで貫ぬく。ブレない！
（ほんとは、ブレブレですかね！）

以上橋本徹也さんでした　ありがとうございました。


