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会長挨拶	 由上会長

皆さんご存じのように非常事態宣言は解除されまし
たが、まん延防止法の適用となりました。
大阪府に問い合わせをすると 7月11日までは赤ラン
プは点灯し続ける可能性が大きいようです。大阪府の
感染者数は100名を下回る日も出てきましたが解除基
準では50名以下の必要があります。又、専門家の意見
を聞いて決定するとのことなので来週の例会時は赤ラ
ンプが点灯しているでしょう。
しかし、来週が最終例会となります。次年度理事会
もリアル理事会でやりたいとのことなので来週はハイ
ブリッド例会を行います。
感染の心配がある方はZoomで、出席される方は感
染防止に注意してご参加下さい。
今日は先週に引き続き、ロータリー百科事典から
ファーストネームについてお話をさせていただきます。
ロータリーの初期の頃から、会員は互いにファース
トネームで呼び合っていました。個人的な付き合いと
友情がロータリーの土台ですから、会員同士の会話で
は改まった肩書の使用をやめるという慣例を多くのク
ラブが採ったのは自然なことでした。通常の生活では
「～博士」「～教授」「～殿」「～閣下」「～卿」などの敬
称をつけて呼ばれる人も、他のロータリアンからは
ファーストネームで、「ジョー」「ビル」「メリー」「カ
レン」「チャーリー」などと呼ばれるのが普通です。
ロータリー・クラブのあの独特なネームバッジ（名
札）が、ファーストネームで呼び合うこの習慣をさら

に助長しています。
地域によっては、ヨーロッパのように、会員同士を
呼ぶのに、もう少し改まった呼び方をしているところ
もあります。その他の地域、主にアジアの諸国などで
は、新入りのロータリアンにそれぞれ個人的な特徴に
関係あるような、または、その会員の仕事や職業を表
すようなユーモアたっぷりの愛称を与える習慣のある
ところがあります。例えば、「オクシジエン（酸素）」
というあだ名の会員は化学ガス製品の製造業、「ツ
リー（木）」というあだ名の会員は材木屋、「ビルデイ
ング」は建築請負、「ペーパー（紙）」は文房具や事務
用品の小売商といった具合です。また、この他に、身
体的特徴を説明した「マッスル（筋肉）」「フォグホー
ン（霧笛）」「スマイル」などの愛称を持つ会員もいま
す。
愛称で呼び合うことは、ほのぼのとした楽しさや親
睦の源泉ともなります。ロータリアンがファースト
ネームで呼ばれようと、愛称で呼ばれようと、親しみ
のある友愛の精神があってはじめて、他のさまざまな
奉仕の機会への扉が開かれるのです。
当クラブでは、瀧川さんをタキさん、家村さんをイ
エちゃん、石﨑さんをイッシャン、村井さんを村井
ちゃん、若い人は姓でなく名前で呼ぶ習慣がありま
す。私も坂口先生を坂口さんと呼んでいます。同窓会
で合った友人を○○先生とは呼ばないでしょう。
しかし、諸先輩の方を愛称で呼ぶのは難しいかも知
れませんがロータリーとはこういうものだと言うこと
を知って下さい。

本日の例会

第1811回例会　令和 3年 6月28日
今週の歌　「若者たち」
卓　　話　「 1年間の総括」
� 由上　時善�会長
� 国際奉仕　　榎原　一滋�理事
� 青少年奉仕　仁科　直樹�理事

前回の記録

次回の例会

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　



幹事報告	 木田幹事

来週の例会は、新大阪江坂東急REIホテルで行いま

す。通常例会ですので食事もあります。但し、ご都合

の悪い方は、Zoomでの参加も出来ますのでご参加の

ほど、よろしくお願いします。

出席報告	
●会　員　数　44名　

　出席会員数　37名（全てWeb参加）

●来　　　客　 0名　　本日の出席率　97.37％

● 6月 7日の出席率（メーキャップ含む）100％

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

地区国際奉仕委員会	 木下委員長

コロナ禍、昨年度の副委員長時に中止となったハワ

イ州ホノルルの国際大会から端を発し、今年度はなん

とか終息するだろう？と始まりました。

ガバナー事務所にご用意頂いた「委員長」の名刺

200枚。現在、手元に190枚残っております。

なんとか、YouTube配信のハイブリッド型のクラ

ブ委員長会議は開催出来て、当クラブからも国際奉仕

レジェンドの小林　哲パスト会長に、発表者の形でご

参加頂き、成功裡に終わることが出来ました。また、

皆さんにもご紹介致しました地区国際奉仕委員会発行

のNewsLetterも、なんとか予定の 6 刊が発行出来、

簡　仁一ガバナーから多大なるお褒めの言葉を頂戴し

ました。

しかしながら、昨年同様、リアル開催の台湾・台北

での国際大会は中止。

今年度の国際大会は、先々週 6 /12－16（実際には

6 /10－17、14時間の時差のなか）に“バーチャル”開

催となりました。参加致しましたが（事前申し込み

＄49通常＄62）それなりに国際大会感は満載ながら、

観てる場所は自宅のPC。

開会式は夜の22時から23時の開催で眠かったです。

来年度から、坂本一成会員が私に変わってご出向頂

きます。

4年の短い期間でしたが、大変勉強になりました。

有難う御座いました。

軽体操	 清水（大）委員

肩甲骨体操

1．�両手指先を両肩につけて肘を下す。

　　指と肩を離さないこと！

2．肘を正面前へ

3．�次にそのまま真上へ上げる。

　　腕が耳につくように！

4．次に真横に水平に広げる。

5．脇を閉めて肘を 1．の位置へ。これを繰り返す。

前→上→横→下と肘を動かす時に「ピシッ」と言っ

て息を吐きながら、指先を肩から決して離さず行う。

肩甲骨を柔らかくすると股関節が柔らかくなる。股関

節が柔らかくなると正しい姿勢で歩ける！ その他、

肩に指先をつけたまま、前後左右自由に回して柔らか

くして下さい！

1 年間の総括�

	 クラブ奉仕　紙谷　幸弘�理事

今年度の東急REIでの例回数は20回程度（約半分）

だったかと思います。

卓　　　話



しかしほぼ自粛しながらの例会であり思ったような

活動ができませんでした。

出席委員会　　　　村井委員長

クラブ会報委員会　清水（大）委員長

音楽委員会　　　　坂本委員長

流動的なスケジュールの中でのお役目ありがとうご

ざいました。

会員増強委員会　尾家委員長

新年度会員数は43名からスタートになります。

少しでも早く元の50名に増員できますよう頑張って

いただきたいと思います。

記録・IT委員会につきましては多額の予算の承認

をいただき、会員間のコミュニケーションツールとし

ての機能を高めるとともにペーパーレス化を目的にし

たHPのリニューアルを行いました。今はこの場にお

られませんが山下委員長及び木下副委員長には最大の

ちからを発揮頂いたと感謝いたします。

また40周年記念誌作成に付随して当クラブ創立以降

からの歴史年表をほぼ100％に近いくらい紐解いてい

ただきました。

本当にありがとうございました。

親睦委員会清水（良）委員長には秋・クリスマス・春

の移動例会共に多彩な企画を検討いただいていたのに

も関わらず開催できず残念でした。新年度では素晴ら

しい移動家族例会が開催されることを期待しておりま

す。

プログラム委員会橋本（幸）委員長には何度となくプ

ログラムの変更・内外部卓話者への謝罪及び変更依頼

につきましては、いやな思いもさせたのではないかと

思っております。

また卓話において会員対談や権野 結様の「優雅な

舞を鑑賞してコロナに打ち勝とう」を行っていただ

き、コロナ禍のならではの卓話プログラムを実施いた

だきました。

ありがとうございました。

私自身、2018年度社会奉仕委員長・2019年度40周年

実行委員会幹事・今年度のクラブ奉仕委員長と 3年間

の大役が終わりホッとしてるところではありますが、

というものの今年度につきましては各委員長に任せっ

きり 1年であったように思い反省しているところです。

最後に、新年度はコロナ感染がワクチンにより終決

し、クラブメンバーがマスクなしで皆さんとお逢いで

きコミュニケーションが取れます例会ができますこと

をお祈りしお礼と活動報告を終わらせていただきます。

	 職業奉仕　長屋　　興�理事

本年度職奉仕委員会は、副委員長を坂口パスト会

長、担当委員に新井パスト会長をそれぞれ布陣した陣

容でスタートしました。

例年、出前授業、職場体験など、実際に人と人が現

場で出会って行う活動が行われておりましたが、昨年

以来の新型コロナウィルスの感染拡大という状況か

ら、出前授業や、学外での職場体験が実施できなくな

りました。

坂口副委員長、新井委員には、せっかくのところ活

躍の場を提供できなかったことを心苦しく思っていま

す。

コロナの感染が終息すれば、あらたに人と人とも交

流も可能となり、児童に対する出前授業、職場体験の

実施も可能になると思います。

今年度の教訓からは、Zoomでメンバーの職業につ

いての話を聞くというプログラムを実施することも検

討する必要があると考えました。

皆さん一年間ありがとうございました。



ロータリーは機会の扉を開く

	 社会奉仕　佐藤　原二�理事

会長方針の「ハッピーロータリー」に基づき、参加
者がハッピーに感じられる活動を目指すという事でス
タートしました。
しかし、結果的には、コロナに翻弄された一年と
なってしまいました。行った事業を報告します。

奉仕事業報告：
①クリーンデー活動の実施
9月 1日　吹田西RC主催　参加会員 6名
　由上、橋本（徹）、本田、塚脇、木田、佐藤
10月 1 日　江坂企業協議会主催　参加会員10名
　�由上、橋本（徹）、本田、塚脇、阿部、榎原、堀、
紙谷、清水（大）、佐藤
12月 1 日　吹田西RC主催　参加会員 8名
　�坂本、松村、島倉、橋本（幸）、本田、河邊、
　清水（大）、佐藤
8 月、11月、 1 月、 5 月は休日のため、 7 月、 2

月、 3月、 4月、 6月はコロナのためいずれも実施せ
ず。
◎出費　ゴミ拾い用のポリ手袋　100枚入り　437円

②クリーン・エサカ活動を後援
10月31日（土）に実施、参加会員　 3名
　由上、橋本（幸）、佐藤
今回はコロナ対策をシッカリした上、従来の行進に
よる啓発活動ではなく、アトラクションが企画されま
した。内容は、大阪大学ジャグリングサークル「パ
ティオ」による、ジャグリングの実演です。大道芸の
ようなものですが、こういうものをライブで見る機会

も減っているので、参加者の皆さんは、楽しく、ひと
時を過ごされたと思います。
◎出費　活動への協賛金　15,000円

③大阪府無事故・無違反チャレンジコンテスト参加
9月28日に申し込み。18名登録。
　�橋本（徹）、橋本（芳）、橋本（幸）、紙谷、木田、
榎原、瀬川、近藤、青木、井伊、木下、河邊、
清水（良）、西村、小林、荻田、石﨑、佐藤
◎出費　�登録費用＠670×18＝12,060円＋手数料152　

合計　12,212円

④献血活動に参加
�8 月27日　受付人数46名、献血人数42名（内ビケン
様33名、泉州様 1名、一般 2名、会員 6名）
参加会員12名
　�由上、橋本（徹）、河邊、木田、青木、佐藤、〇木下、
〇塚脇、〇本田、〇堀、〇清水（大）、〇瓜生
　〇は献血実施者。
�3 月24日　受付人数44名、献血人数40名、（内ビケ
ン様35名、一般 4名、会員 1名）　参加会員 6名
　由上、梶山、河邊、本田、佐藤、〇清水（大）
　〇は献血実施者
◎出費　�献血受付者に配るウエットティッシュ購入

＠110×91＝10,010円＋袋代 4 円　駐車場
代600円

この事業は、会員の会社であるビケンテクノ様の大
きな協力があって、成り立っている。会場に駐車場を
提供していただいているのはもちろん、多くの社員さ
んが、定期的な献血にご協力いただいている。

予定していた、社会を明るくする運動、迷惑駐車追
放キャンペーン、は、コロナのため中止となった。
多くの行事が、コロナのため、中止となり、残念で
あった。人の集まりも難しい時期であったが、例年同
様にご参加いただいた会員さんには、感謝しかありま
せん。ありがとうございました。

これまでに使った費用　 3万8,263円
当初の予算は50万円であったので、461,737円の繰
り越しとなりました。


