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会長挨拶	 由上会長

皆さん、こんばんは、お久しぶりです。
今日は最後の例会となりました。当初、私はハッ
ピーロータリーのテーマを掲げました。
ハッピーになるためには貴方自身の健康、家族の健
康、企業の安定などリスクマネジメントが必要です。
そのため
1．軽体操教室の実施
2．�家族会を 3回実施その内の 1回は40周年記念式典
をバーチャルで。

　　卓話内容によっては会員夫人の御参加
3．エモンデル（シャングリラ）での例会後の懇親
等の親睦を考えていました。結果は皆さんがご存じの
通りです。
ストレスばかりが募る一年でした。皆さんも同じ

だったと思います。
先週の 2 輪会で茨木RCがニコニコ収入が減って
困っている。次年度は何とかなるが再来年は心配との
報告がありました。
今日の例会はニコニコ収入を期待してやっています。
現在のニコニコ累計額は￥725,000－です。
去年の12月からニコニコを実施したのは今日を含め
て 4回で目標の半分です。
会計については後の総括で時間があればお話しさせ
ていただきます。

ゲスト紹介
親睦活動委員会　清水（良）委員長

本日のお客様はいらっしゃいません。会員で例会を
ゆっくり楽しんで下さい。

新入会員入会式	 佐々木会員

本日の例会

第1812回例会　令和 3年 7月 5日
今週の歌　「君が代」　「奉仕の理想」
卓　　話　「新年度挨拶」
 杦本日出夫 会長　
 阿部　吉秀 副会長
　　　　　「今年度主要行事予定」
 木下　基司 幹事　

前回の記録

次回の例会

第1813回例会　令和 3年 7月12日
今週の歌　「竹田の子守唄」
卓　　話　「新年度理事挨拶」
 清水　良寛 クラブ奉仕担当理事
 橋本　幸治 社会奉仕担当理事　
 堀　　　豊 職業奉仕担当理事　



退会挨拶	 毛利パスト会長

「スリランカ」「タイ」の思い出
昭和61年 6 月と平成元年 6月の 2回、コロンボセン
トラルRCを訪れた。
その当時は、成田ともう一箇所を経由して、コロン
ボへ行った。
2回共「シギリアロック」と云う崖の上の平らでキ

レイな所へ歩いて登った。
2回目はコロンボの最南端へも行った。
2回目の時は、スリランカの大統領にも面談が出来

たが、その後、彼等が日本に来た時、「日本の首相に
会わせろ」という、自分達が簡単に大統領に会わせた
のだから、お前らも簡単に日本の首相に会わすことが
出来るだろうと思っていたので、そう簡単に出来ない
ことを説明するのが大変だった。
タイのナコンパノムRCを訪れた時は、泊まったホ
テルから川を渡り国境を越えたらラオスだった。
簡単にラオスへ渡ることが出来た。ラオスのレスト
ランには、「ハエ」だらけで、そこで飲んだビール
は、「ハエ」で大変だったが、そんなことは云ってら
れなかった。
会員の皆様、元気な内に行ってください。

幹事報告	 木田幹事

・�ポールハリスソサエティメンバーへの御礼が、瀬川
会員に届いております。これからもよろしくお願い
します。お礼状をお渡しします。
・�もと当クラブのパスト会長であった中堀会員が 6月
上旬にお亡くなりになっておりました。葬儀等は家
族で終わられたそうです。ご冥福をお祈り申し上げ
ます。
・�社会奉仕委員会副委員長　矢倉昌子会員は 5月30日
をもって退会されていますので、メッセージを頂き
ました。「所属クラブ以外のたくさんのロータリア
ンとお話をしたり知り合いになることが出来て有意
義でした。ありがとうございました。」とのことで
した。

地区出向者報告
	 瀬川ロータリー財団資金小委員会委員長

地区財団委員会へは 5年間出向させていただいてお
りました。また、最後の 2年間は資金管理の小委員長
を務めさせていただきました。出向当初は委員会のこ
とがよくわからずでしたが、委員長をさせていただい
たあたりから内容もだんだんと理解し、また他のクラ
ブの委員会メンバーとも楽しく交流させていただきま
した。
今年度はPHS（ポールハリスソサイエティ）にも登
録させていただきました。これは毎年1,000ドルの寄
付をするという宣言（約束）をするというものです。
委員会内でこのPHSを増やす活動をしていましたの
で、委員会メンバーから率先してということでの登録
です。この1,000ドルの寄付は寄付金税額控除の対象
になりますので、40％税額控除が受けられます。節税
にもなりますので是非加入のご検討よろしくお願いし
ます。

出席報告	 出席委員会　村井委員長

●会　員　数　44名　
　出席会員数　42名（内WEB出席　 3名）
●来　　　客　 0名　　本日の出席率　97.67％
● 6月21日の出席率（メーキャップ含む）100％

社会奉仕委員会	 佐藤委員長

昨年の 9月末に申し込みました、大阪府無事故無違
反チャレンジコンテストの、結果が、届いておりま
す。皆さん各自のポストボックスに入れておりますの
で、ご確認ください。申し込まれたのは、18名です。



次年度社会奉仕委員会
	 橋本（幸）次年度委員長

7 月 1 日に予定されていました江坂企業協議会のク
リーン活動は中止になりました。
7月 4日（日）にクリーン・エサカがあります。10時

30分に豊津西中学校グラウンド集合です。ご参加をお
願いします

次年度幹事	 木下次年度幹事

来週、 7月 5日の月曜日から新年度が始まります。
そして、それに先駆け 7月 4日の日曜日は「クリー
ン・エサカ」が、先程次年度橋本幸治社会奉仕担当理
事から報告がありました通り、開催されます。新年度
として参加する初めての事業です。皆様、奮ってご参
加下さい。
午前10時30分豊津西中学校グランド集合です。
来年度は、コロナ禍であっても、休会になることは
決して有りません！
週報は例会開催週には必ず発刊され、緊急事態宣言
発令等の最悪の状態であっても、先週まで開催されて
おりました通り、WEBにてZoom例会が必ず開催され
ます。
皆さん、楽しみにして下さい。
そして本日メールにて皆様に、送信致しました「新
年度例会（Webを利用したハイブリッド例会）開催
のお知らせとお願い」を充分にご理解頂きまして、ご
参加の程、宜しくお願い致します。不明な点は幹事の
木下まで、ご遠慮なくご連絡下さい。
次に本日例会終了後、次年度理事会を開催致しま
す。次年度理事の皆様ご参加よろしくお願い致します。
最後に、来週、新年度例会の始まる前、 7 月 5 日
17：40に「副会長・SAA・親睦委員会ミーティング」
を行いますので、阿部副会長・SAA並びに親睦活動
委員会の皆さん、例会場前ロビーにお集まり下さい。
宜しくお願い致します。

PR	 堀会員

7 月14日（水）14：00〜16：00に吹田市文化会館メイ
シアターにおきまして、「桂春蝶チャリティー落語独
演会」を弊社ジャパンクリエイトグループ主催で開催
いたします。内容は皆様へチラシと共に開催の趣旨を
お配りしておりますが、恵まれない子ども達など生活
困窮者へ食材をお届けするためのチャリティー支援で
す。コロナ禍の自粛ストレスを少しでも笑いに変え、
かつご賛同いただきましたご厚意をチャリティーとし
て繋げることが出来ればと考えております。
チケットは2,000円で、堀を通じてご購入いただき
ましたら桂春蝶さんの直筆サイン入り書籍を進呈いた
します。ぜひ宜しくお願い致します。

ニコニコ箱	 塚脇SAA

●由上会長　一年間、御世話になりました。
●河邊会員　皆様お久しぶりです。お元気そうで何よ
りです。
●榎原会員　由上会長、木田幹事 1年間おつかれ様で
した。
●橋本（幸）会員　監督を努めてます関大ゴルフ部が、
33年振りに一部リーグに復帰しました。
●木田幹事　なかなかお会いできませんでしたが、本
日最終の例会ありがとうございました。
●坂本会員　 1年間ありがとうございました。昨日、
茨城国際の月例で優勝させてもらいました。これか
らもますます精進します。
●橋本（芳）会員　最終例会に参加でき、ありがとうご
ざいます。
●堀会員　年度最後ですが色々と良いこと有り、感謝
申し上げます。
●長屋会員　由上会長、理事の皆様、一年おつかれさ
までした。
●瀧川会員　皆さん、お元気で何よりです。
●小川会員　コロナ禍に悩まされた 1年でした。皆さ
んおつかれさまでした。
●家村会員　本年度、由上会長、木田幹事 1年間御苦
労様でした。皆様おひさしぶりです。
●井伊会員　由上会長、木田幹事、役員の皆様一年間
ご苦労様でした。
●尾家会員　皆さん久しぶりです。これからも元気で
がんばりましょう。
●村井会員　コロナ禍で、理事及び皆さんおつかれさ
んでした。
●坂口会員　由上会長、お疲れさまでした。
●田中会員　ワクチン接種終りました。
●青木会員　お久しぶりです。
●荻田会員　キャッシュカードを銀行に忘れました
が、戻ってきました。
●橋本（徹）会員　由上会長、木田幹事ごくろうさまで
した。皆様ご無沙汰でした。
●佐藤会員　結婚記念日のお花をありがとうございま
した。
●清水（良）会員　親睦活動委員長として、 1年間お世
話になり、ありがとうございました。
●本田会員　会長、幹事、各理事お疲れ様です。
●紙谷会員　由上会長、木田幹事おつかれ様でした。
●阿部会員　今年度、会長、幹事、理事の皆さまあり
がとうございました。
●杦本会員　ラスト例会開催おめでとうございます。
●清水（大）会員　会報委員長として、一年間お世話に
なりありがとうございました。
●塚脇会員　一年間、ありがとうございました。

　　　　　　　　本日のニコニコ箱� 150,000円
　　　　　　　　累計のニコニコ箱� 875,000円
　　　　　　　　累計ニコニコB� 2,000円
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お誕生日のお祝い　 7月
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会　　員
　西村会員
　福原会員
　塚脇会員
　石﨑会員
　小林会員
　家村会員

会員夫人
　橋本（芳）会員夫人
　福原会員夫人
　井伊会員夫人
　阿部会員夫人
　本田会員夫人
　尾家会員夫人
　仁科会員夫人

�

1 年間の総括�

	 国際奉仕　榎原　一滋�理事

方針：
姉妹クラブ・コロンボセントラルRC及び友好クラ
ブ・ナコンパノムRCとの関係をより深め、要請があれ
ば活動の実施または計画を進める。
計画：
・�タイナコンパノムRCを通じて、クリーンウォー
タープロジェクトの活動に地区補助金を活用して継
続する。
　予算：￥600,000　地区補助金：￥297,465
　合計：￥897,465
　費用：￥721,820
　内訳：浄水器設置費￥611,820　
　　　　海外送金手数料￥10,000
　　　　Missアリサラ氏の現地コーディネート費
　　　　￥100,000
・ 6 月の台湾国際大会の参加支援を行う。
・�コロンボセントラルRCを通じて小学校（Kalutara�
School）に遊具の設置を行う。
　費用：￥376,680
　内訳：遊具設置費￥369,180
　　　　海外送金手数料￥7,500
・決算：￥1,098,500　
　　　　￥－201,035（別途会計より補填）
奉仕事業報告：
2020年12月18日、ナコンパノムRCとキアティサッ
ク元提督の協力で 2校に冷却装置付き浄水器の設置・
贈呈式が出来きました。
1 校目はThannamjai�School、生徒数310名、先

生・スタッフ23名。
2 校目はNaduapittayakhom�School、生徒数 262

卓　　　話

名、先生・スタッフ19名。
そしてその夜、Siri�Regen�Hotelにてナコンパノム

RC30周年記念例会が盛大に開催されました。コロナ
禍の為参加はかないませんでしたがビデオレターでお
祝い致しました。
6月の台湾国際大会は旅行会社を手配し12名の参加

を予定しておりましたが残念ながら為中止となりまし
た。わが木下地区国際奉仕委員長の最後の花道を飾る
ことが出来ませんでした。
当初予算にありませんでしたが姉妹クラブのコロン
ボセントラルRCより小学校に設置する遊具（ブラン
コ・シーソー・ジャングルジム・滑り台など）を提供
してほしいと要望があったので実行しました。コロナ
禍の為 4月にやっと開校。
創意工夫：
今年度クリーンウォータープロジェクトはコロナ禍
の為現地に赴くことが出来なかったので、ナコンパノ
ムRCとキアティサック元提督、アリサラさんに全面
的にお願いしました。
そろそろこれから先この事業を続けていくのか検討
する時期にきているのかなと思います。ただ新しく海
外の協力クラブを見つけるのは容易ではないので大変
悩ましいです。

	 青少年奉仕　仁科　直樹�理事

本年度の由上会長方針である「ハッピーロータ
リー」に則り、青少年の健全な育成に努めてまいりた
いと思い、河邊副委員長と阪本委員と共に活動してい
こうという思いでスタート致しましたが、「コロナ感
染症」に翻弄された一年となってしまいました。

〇青少年奉仕委員会
・�2020年 8 月22日、第2660地区クラブ青少年奉仕合同
委員長会議にコロナ禍の為Zoomにて出席し、危機
管理委員長である片山パストガバナーからハラスメ
ントについての危機管理のお話をいただき、青少年
を「我が子」と思う事だというお話や地区予算の
70％以上が青少年奉仕に使っているというお話をい
ただきました。
・�2020年 9 月19日〜 9 月21日開催予定であった秋の
RYLAセミナーが中止になりました。
・�毎年恒例の大相撲の木瀬部屋さんにご協力いただく
力士の皆さんとの触れ合う行事を 3 月に開催すべ
く、吹田市の青山台小学校の熊野校長・庄司教頭先
生と開催を目指し、打合せを重ねましたが、コロナ
で大相撲春場所の開催が大阪ではなく、東京での開
催になった為、中止を余儀なくされました。「子ど
も達が非常に楽しみにしていた」と聞いております
ので、次年度の青少年奉仕理事の瀬川委員長に委ね



たいと思います。
・�2021年 5 月 1 日に吹田ロータリークラブさんが主管
となりオンラインでの春のRYLAセミナーを開催さ
れました。
・�2021年 5 月12日に大阪西本願寺常照園さんの児童を
対象に自転車寄贈と対象児童に自転車の交通安全講
習を行いました。
交通安全講習は吹田警察署交通課の太田警部補の
ご協力をいただき、コロナ禍ですのでZoomにて講
習を行い、交通安全を常照園さんの児童に啓蒙し、
由上会長から大阪西本願寺常照園の小川園長先生に
自転車14台寄贈の目録の贈呈式も行いました。
コロナ禍なので、会員の皆さんの参加は叶いませ
んでしたが、現地では、児童のイキイキとした笑顔
を見る事ができ、コロナ禍ではありますが、皆さん
のご協力により、有意義な活動ができたと思いま
す。同内容は第2660地区ロータリークラブのホーム
ページ内の「第 3の扉　広報活動」にも掲載されて
おりますのでご覧になっていただければと思います。
・�大阪学院大学ローターアクトクラブ設立について
は、大阪学院大学の宮原課長と話をし、コロナで学
生が集まって何かをする状態にない為、コロナが収
束に向かう頃に再度議論を重ねていきましょうとい
う話になっております。

〇米山記念奨学会委員会　
� 髙木委員長・矢倉副委員長・小川委員
・�特別寄付 1,320,000円　普通寄付 225,000円　合計
1,545,000円（ 6月28日現在）
・�米山奨学生のサンダリさんのお世話を最後までして
いただき、サンダリさんの近況報告や卓話を行って
いただきました。

〇青少年交換委員会� 橋本芳信委員長・石﨑副委員長
・�コロナの影響があり、本年度の地区の受け入れが中
止となり、募集、面談等はありませんでした。

	 由上　時善�会長

家族会は 3 回、その内の 1 回は40周年記念をバー
チャルで行う予定でしたが全て出来ませんでした。
清水親睦委員長は、新年度スタート前に誕生日プレゼ
ントを選ぶのもデパートが閉店と言う状況で家族会を
企画しても実施できずストレスが溜まったものと思い
ます。
そんな中で山下委員長を筆頭にHPの作成やZoom例
会の開催など他クラブに先んじていたと思います。あ
りがとうございました。山下さんの後任である佐々木
さんにも期待が膨らむと思います。
コロナ禍で外部講師をお招きするのは困難な中、
橋本幸治委員長は「徹子の部屋」を模倣して実施して

くれました。「幸治の部屋」と言う馬鹿げたタイトル
ですがこう言う馬鹿げたことは面白いですね。ありが
とうございました。
清水さんには軽体操教室をやって頂きありがとうご
ざいました。
会報やIT記録委員会もフォローして頂きありがと
うございました。
コロナ禍で例会運営が難しい中、紙谷理事は全体を
取り纏めていただきありがとうございました。
佐藤社会奉仕理事もクリーン活動や献血を行ってい
ただきましたがコロナ禍での接触を防ぐため、イベン
トが実施できず残念でしたね。
長屋職業理事も接触を防ぐため、イベントは行えま
せんでした。しかし職業奉仕として大きな助言を戴い
たことがあります。それは当クラブの事務所は1983年
3 月東急不動産と契約、2015年10月に所有権が三菱
UFJ信託銀行に管理は伊藤忠アーバンコミュニティに
なりました。昨年の 4月の民法改正に付け込んで明渡
し時の原状回復義務の拡大や工事により使用できない
ことがあっても家賃減額はないとの契約書を送ってき
ました。関係が悪化して事務所を出るはめになると拙
いのですが長屋理事に助言を戴き現状のままに済ませ
ることが出来ました。ロータリーは異業種の集まりで
良かったです。又、事務員の久田さんとの雇用契約書
も作成して頂きました。
榎原国際奉仕理事はタイの友好クラブにウォーター
プロジェクトの実施、スリランカのコロンボセントラ
ルへは遊具の提供など行っていただきました。いずれ
も訪問は出来なかったのは残念でしたね。ご苦労様で
した。
仁科青少年理事は本来 2〜 3月に子供に木瀬部屋の
大相撲を見せていたのですがコロナで実施できず急遽
5月に西本願寺常照園へ子供達に交通ルールの講習会
をZoomで行い自転車の寄贈を行いました。臨機応変
な対応ありがとうございました。
米山奨学生のお世話して下さった髙木委員長お世話
になりました。ワッツァラさんについては近藤さんが
お世話して下さっていますが後 3カ月間宜しくお願い
致します。
近藤会計、これから決算です。宜しくお願いします。
塚脇SAA、コロナ禍での運営ありがとうございま
した。ホテルの売上げと同様にニコニコ収入も目標の
半分ほどなってしまいました。
先程お話ししたように茨木RCはニコニコ収入が減
り大変だと聞いております。
そこで別紙（財源の推移）をご覧ください。

当クラブの事業と会計の在り方を考えよう
1．�入会金は当クラブ創立時は10万円。1985年から20



奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために

万円。
2．�会費は創立時は20万円、1989年は24万円、1990年
から27万円、1993年から30万円。

3．�昨年度末では本会計357万円、別途会計484万円、
ロータリー基金362万円。

4．�昨年はコロナにより昨年の本会計は大きくなって
います。

　　�基本的には本会計は100万円弱。別途会計は変動
が大きいですが500万円、ロータリー基金は360万
円と覚えておいて下さい。

5．�ロータリー基金はクラブの危機時に対応するもの
で幾らが妥当かを考えて下さい。

6．�本会計は周年行事で毎年50万円を積み立てている
ので苦しい状況です。

7．�別途会計は毎年150万円〜180万円の目標を抱え、
事業で170万円前後を使用しています。基本的に
はニコニコ金額の目標と事業計画が一致すべきと
考えます。

8．�しかし、私は別途会計はロータリーの柱と思って
います。コロナに関わらず何か大きな災害が生じ
た時に予算を超えた金額が発生します。その場
合、その年度の理事会に幾ら迄のオーバーを認め
るのかを事前に考えておくべきです。

　　�現状では災害による大きな事業に対応することは
困難です。

9．�千里阪急ホテルは数年後に閉店になる可能性があ
ります。千里RC、箕面千里中央RC、摂津RC、
茨城西RC、豊中千里RCは移転する可能性があり
ます。先程伊藤忠アーバンコミュニティのお話を
したように当クラブの事務所も移転しなければな
らない時期が来るかも知れません。

10．�そこで皆さんが会社で資金繰りを考えるように緊
急時のクラブ財政面を考えて下さい。

　　�かつて荻田さんが当クラブの損益分岐点を47名と
言われていましたが、次年度の会員数は43名とな
ります。ロータリー基金を幾らに設定し、別途会
計での緊急支出を幾ら迄認めるのか、など炉辺談
話やフォーラムなどで考えてもらいたいと思いま
す。

最後に皆さんもストレスがたまった 1年だと思いま
すがコロナで色々な経験が出来て良かったと思って下
さい。また、コロナが無ければ私が吹田西ロータリー

クラブを潰していたかも知れません。潰されずに良
かったと思って下さい。
7月からは杦本年度が始まります。コロナの終息と

杦本会長の活躍を期待しております。
兎も角、この 1年間、理事・役員・委員長・会員の
方々には大変お世話になりました。
皆様、ありがとうございました。

国際奉仕　榎原　一滋�理事

青少年奉仕　仁科　直樹�理事

由上　時善�会長


