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会長挨拶	 杦本会長

本日は、インテックス大阪についてお話ししたいと
思います。
皆様もご存知の通り、インテックス大阪は、日本最
大級の国際展示場で、大阪の南港・咲洲にあります。
大阪モーターショーや食博覧会・大阪など、大きな展
示会が催される会場です。
先週 5 月25日から27日までの 3 日間、「鉄道技術
展・大阪」が開催されました。鉄道技術展は、 2年に
一度、幕張メッセで開催される、鉄道業界最大の展示
会です。各メーカーが大掛かりなブースを出してお
り、毎回大盛況な展示会です。私の会社でも、2019年
から出展を始めて、今回で 3 回目の出展となりまし

た。今回は大阪で初めての開催となり、非常に多くの
方が来場され、新しいメーカーが出展していたりと、
とても面白い展示会となりました。
そんな中、今朝のニュースでは、「インテックス大
阪に設置されたコロナ臨時施設が今月末で閉鎖する」
という話がありました。大阪府が新型コロナウイルス
対策で開設した国内最大の臨時医療施設「大阪コロナ
大規模医療・療養センター」は、 5月末で閉鎖されま
す。大阪府は、約60億円をかけて1,000床を運用した
が、利用者は 1 日最大70人、累計でも約300人程だっ
たそうです。当初は40才までの利用制限があり、 2月
から60才未満に制限を引き上げましたが、変異株「オ
ミクロン株」は重症化しにくく、利用を想定していた
若い世代の多くが自宅にとどまるという誤算があった
ようです。
吉村知事がセンターの開設を表明したのは、感染が
拡大していた昨年 8月下旬でした。当時は30～50歳代
が自宅療養中に死亡する事例が全国で相次いでおり、
若い世代に医療の目が届く受け皿を提供する狙いで、
インテックス大阪に、無症状・軽症用800床と中等症
用200床を整備し、人の移動が活発になる年度替わり
の感染拡大に備え、会場の 6号館を 5月末まで押さえ
ていたようです。私の会社は、すぐ隣の 5号館で展示
会に出展しており、毎日行っていたのですが、会場が
コロナ療養所になっているとは全く気付かず、案内看
板もありませんでした。
なぜ利用が低調だったのでしょうか。大阪府の幹部
は、「新たな株の特性を予想できず、ニーズに応じた
軌道修正も出来なかった」とコメントしているようで
す。
私も重症化リスクを抱える身ですが、個人的には、

本日の例会

第1850回例会　令和 4年 6月13日
今週の歌　「君が代」　「奉仕の理想」
卓　　話　「同好会報告」
 ゴルフ同好会　阿部　吉秀 会員
 野球同好会　清水　大吾 会員
　　　　　「地区出向委員活動報告」
 地区国際奉仕委員会　坂本　一成 委員
 地区社会奉仕委員会　近藤　　亘 委員
 ロータリー財団委員会　清水　良寛 委員

前回の記録

次回の例会

第1851回例会　令和 4年 6月20日
今週の歌　「また逢う日まで」
卓　　話　「 1年間の総括」
 クラブ奉仕担当理事　清水　良寛
 社会奉仕担当理事　橋本　幸治
 職業奉仕担当理事　堀　　　豊
 国際奉仕担当理事代理　木田　昌宏
 青少年奉仕担当理事　瀬川　　昇



この新型コロナは、感染症分類の第 2類から、第 5類
相当に引き下げるべきだと考えています。いまだに知
事会では、 5 類慎重論のようなものがあるようです
が、慎重になりすぎているように感じます。
早く経済を復活させるためにも、日本政府には良い
判断をしてもらうよう、期待しています。

幹事報告	 木下幹事

1 �．恒久基金に対する寄付への認証状と襟ピンウィン
グが届いていますのでその感謝と共に贈呈式を行い
ます。
　⃝べネファクター認証状・襟ピンウィング（記章）
� 井伊パスト会長
2 �．先週、橋本徹也パスト会長から報告がありまし
た、友好クラブ締結を行いました熊本中央RCよ
り、調印式の御礼文と友好クラブ協定書、並びにバ
ナーが届きました。皆さんに回覧致します。どうぞ
ご覧下さい。
3 �．先週の金曜日（ 5月27日）、今年度 3回目のIM第
2組の会長幹事会＜通称 2輪会＞が千里阪急ホテル�
仙寿の間で開催されました。コロナ禍の折、飲食を
伴う実開催の 2輪会は、今年度初であり、新旧合同
でも有りましたので、伊藤会長エレクト・橋本芳信
次年度幹事の 4 人で参加して参りました。IM第 2
組の他クラブは、幹事が 3回目とか今年度幹事で来
年会長とか……それぞれのクラブ事情を垣間見まし
た。ご報告致します。更には、茶橋ガバナー補佐は
その任務を終えられ、次年度伊藤智秋ガバナー補佐
エレクトに引き継がれ、いよいよ当クラブの井伊ガ
バナー補佐エレクトの誕生となります。
4 �．来週 6月 6日は、今年度はいらっしゃいませんが
国際大会参加者の為の休会日です。お間違いのない
ようにお願い致します。

出席報告	 出席委員会　本田委員長

●会　員　数　42名　　出席会員数　36名
●来　　　客　 0名　　本日の出席率　92.31％
●�※コロナ禍によるメーキャップ規定により 5月16日
の出席率は100％

国際奉仕委員会	 木田副委員長

当クラブが、地区国際奉仕委員会事業に協賛した大
阪日本語教育センター留学生支援プロジェクト贈呈式
へ 5月23日に行って参りました。
大勢の留学生と吉川ガバナー、柿本ガバナー補佐を
始め地区国際奉仕委員会、そして協賛クラブ27クラブ
の代表が出席し贈呈式が開催されました。
ここに所属する留学生は、約100名が、海外から入
学し寮生活を送っていますが、コロナ禍により、母国
からの仕送りがなくなり、アルバイトも困難な状況で
生活が困窮しています。留学生の経済的負担差軽減と
健康維持のため、お弁当もしくは施設内厨房を使って
の夕食支援を行うプロジェクトでした。
贈呈式では、吉川ガバナーの挨拶から始まりホスト
クラブの大阪リバーサイド徳上会長挨拶と目録の贈呈
を行いました。これに対し、日本学生支援機構の吉野
理事、そして、留学生からのお礼の言葉を話されまし
た。
NHK、関西テレビ、テレビ大阪の取材も来られ活
況の内に終了しました。

次年度幹事報告	 橋本（芳）次年度幹事

次年度理事会にて承認する予定事項を発表します。
委員会組織配属、会長から各委員会計画への要望事
項、理事会並びに行事予定スケジュール、例会プログ
ラム年間スケジュール。
すいたフェスタ2022への協賛金を 1万円寄付。2022
－23年度 7月例会プログラム。2022－23年度緊急連絡
網が承認予定です｡
例会終了後次年度第 1回クラブ協議会を開催します
ので理事役員及び各委員長の皆さんはご出席をよろし
くお願いします。

職業奉仕委員会	 堀委員長

本日配付されている会報の中に、 2月より開始しま
した職業奉仕インタビューをA 4 サイズ表裏で入れさ
せていただいております。
第 4回となる今回は井伊パスト会長のインタビュー
です。
職業奉仕への考え方や業界の歴史など楽しく聞かせ
ていただきました。皆さん是非ご一読ください。

社会奉仕委員会	 橋本（幸）委員長

江坂企業協議会主催のクリーンデーのご案内です。
6月 1日 7時30分江坂公園カスケード前にお集まり

ください。よろしくお願いします。



ニコニコ箱	 島倉副SAA

●石﨑パスト会長　卓話よろしくお願いします。
●井伊パスト会長　 5月も明日で終わりです。
●橋本（芳）会員　今日のクラブ協議会。各委員長、理
事役員のみなさん、よろしくお願いします。
●木田会員　クラブ会報誌の誤字失礼しました。
●木下幹事　残すところあと 1ヶ月の幹事生活です。
よろしくお願い致します。

　　　　　　　　本日のニコニコ箱� 22,000円
　　　　　　　　累計のニコニコ箱� 1,095,350円
　　　　　　　　累計のニコニコB� 11,000円

��

お誕生日のお祝い　 6月

�

会　　員
　阿部会員
　佐藤会員

会員夫人
　家村会員夫人

ご結婚のお祝い　 6月
佐藤会員夫妻 橋本（芳）会員夫妻

�

私の人生（今まで歩んできた事を伝えます）
� 石﨑　克弘�パスト会長

○1944年（S19） 7 月18日　大阪市旭区豊里生まれ
（終戦 1年前）。
　翌年、大阪大空襲で家を焼失し、島根県・隠岐の島
に逃げのびる。
○1967年（S42）福岡大学法学部卒業。
　薬品販売会社に就職、佐賀市内開業医担当 3年。

大阪へ転職　＝電卓戦争＝
○1970年（S45）日邦産業㈱入社。吹田市泉町（現
在、江坂南口ビル）
　絶縁材料商事会社。「プリント基板」販売。オムロ
ン（旧、立石電機）、ローム（旧、東洋電具）等担当。
＊�この年、日本万国博覧会（EXPO’70大阪万博）開
催。
○1971年（S46）～1976年（S51）
　プリント基板メーカー（東京都狛江市）「㈱丸菱電
子」大阪事務所出向。
　「シャープ㈱産業機器事業本部」電子式卓上計算機
基板拡販業務。
　電卓基板、年間受注 5億を計上。工場生産設備不足
で韓国・京畿道 安山市に「韓国丸菱電子」基板工場
を設立。以降1975年までに電卓参入会社は40～50社を
数え競争激化に対応した。その後、シャープは液晶電

卓　　　話

卓を開発、業界トップに躍り出た。
○1976年（S51） 「丸菱電子」は「日邦産業」に、私
の出向費用、事務所費用について「売上の10％を支払
う」契約で確執が生じる。結果、日邦産業退職を余儀
なくされ、出向先社員となり、私の電卓戦争は終焉に
向かった。
＊�電子式卓上計算機は東京オリンピック、1964年に
535,000円（当時、日産ブルーバード価格）が1990
年以降ソーラー電池モデルとなり30年経ずして100
円ショップに登場した。

＝卓上型ゲーム戦争＝
○1977年（S52）三菱電機伊丹製作所・プリント基板
工場より回路設計の教示を受け、「大阪サーキット」
を設立（ 3名で展開）。
丸菱電子は豊中・名神口に基板工場を設立。工場長の
要請を受け 5年間采配。
○1979年10月26日　韓国・朴正煕大統領暗殺。政情不
安になり、韓国丸菱電子は完全売却「DAEDUCK�
ELECTRONICS（大徳電子）」となる。
○電子業界はインベーダーゲームが大流行アミューズ
メント基板を大量生産。喫茶店では賭博ゲームが大流
行。（花札ゲーム・ボートレース・ポーカーゲーム）
○1982年（S57）「大阪府警賭博ゲーム汚職事件」で警
察官100人逮捕・処分。「丸菱電子・豊中工場」にも警
視庁捜査 4課（マル暴部署）から 3名の刑事が来阪、
対応に苦慮した。これを契機に丸菱電子（ 5 年契約）
を退職。

＝大阪サーキットに専念＝
○1985年（S60）他社に先駆けアメリカ製CADシステ
ム導入。 1台 1億円。
○米国・サンディエゴにてCAD設計技能プレゼン
テーションにて優秀賞獲得。
○2003年（H15）中国・大連に合弁会社「大連東鴻電
路技術有限公司」設立。
○2004年（H16）吹田西RC「瀧川紀征・田中慶一・
故 西村忠雄」各会員での大連観光および会社訪問。
2004－2005年度米山奨学生・張睿さん（中国）の父親
（弁護士）大連事務所にて面会。
○2005年（H17） 「大連東鴻電路技術有限公司」との
合弁を解消。
大阪サーキット㈱独資会社「大連翔弘電路技術有限公
司」設立。
＊合弁解消、独資会社設立に伴い紛糾し、鈴木基弘元
会員に中国人女性弁護士「馬 栄華」氏（大連市生ま
れ）の紹介を受け顧問弁護士として窮状打開を図る。
○2006－2007　吹田西RC副会長辞任（ 5月12日）。合
弁解消裁判に備える。

合弁解消成立 7 年後2013－2014年度　吹田西ロータ
リークラブ会長を務める。



奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために

例会風景

卓話　石﨑パスト会長 伊井パスト会長【ベネファクター認証状授与】


