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会長挨拶	 杦本会長

今日は、 3 名の理事に活動計画を発表して頂きま
す。それぞれの役割は、それぞれに任せた方がうまく
事が進むと考えています。発表は、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、堀職業奉仕
担当理事です。それぞれの担当が表に出て頂いて、私
はその補佐役ができればいいなとの思いでおります。
私は、会長方針の中で、一番やりことは地元の人達に
吹田西RCの活動をPRし、面白いことをしているねと
知ってもらうことです。特にジャンボ将棋に関して
は、橋本幸治理事のお陰で地区補助金が決まりまし
た。学校においても、学校側の考えなどを下調べして
おき、それを理事へお返しする補佐役に徹しようと考
えています。木下幹事には、会長卓話でロータリー関
連の情報に間違いがないかなどチェックして頂くこと
も、お願いしたいことでもあります。
先ほど熱海伊豆山土石流災害の義援金箱が回ってき
ました。たまたま、すぐ近くの会社保有の会員制ホテ
ル東急リゾートでその現場を歩いたことが有り、テレ
ビで土石流崩落の映像を見たときは、ほんとにぞっと
びっくりしました。通常の土石流ではあまり見ない
真っ黒土石流で、何かおかしいと感じました。テレビ

では伝えられていませんが、崩落したのは真っ黒な盛
り土でした。その上手には、土砂流出防備保安林が 2
か所あり、その崩落現場に近い保安林の中の山林を完
全に伐採して、急斜面に防水工事されたメガソーラー
発電パネルが設置されておりました。この保安林は森
林伐採や、設備を設置することもできない場所であり
ます。そこで雨水が加速され、下手の盛り土に激突
し、その衝撃で盛り土が崩落したのではと考察されて
います。真実を見届けたいと思います。

幹事報告	 木下幹事

※�先週の幹事報告漏れ　2021－22年度ガバナーノミ
ニー辞退の報告（辻川功一氏が辞退されました。）
新型コロナワクチン接種に関わる「ハラスメント」
について地区危機管理委員会より＜回覧＞

1．�前年度皆出席の記念品をお渡しさせて頂きます。
前年度も例年通り、出席率100％を達成致しまし
た。各個人100%の記念品は、前年度�村井出席委
員長と前年度�木田幹事が選んでくれました。

本日の例会

第1814回例会　令和 3年 7月19日
今週の歌　「学生街の喫茶店」
卓　　話　「新年度理事挨拶」
� 小林　　哲�国際奉仕担当理事　
� 瀬川　　昇�青少年奉仕担当理事
� 橋本　徹也�SAA　　　　　　　

前回の記録

次回の例会

第1815回例会　令和 3年 7月26日
今週の歌　「我等の生業」
卓　　話　「前年度事業報告」
� 木田　昌宏�直前幹事　　
� 近藤　　亘�直前会計　　
　　　　　「前年度会計監査報告」
� 井伊圭一郎�直前会計監事
　　　　　「今年度予算案」
� 坂本　一成�会計　　　　�



　　　⃝20回　橋本徹也会員
　　�［吹田西RC定款10条第 5 節－出席免除（b）一つま
たは複数のロータリークラブのロータリー歴と会
員の年齢の合計が、85年以上であり、少なくとも
20年のロータリアン歴があり、出席規定の適応を
免除されたい希望を、書面をもって、クラブ幹事
に通告し、理事会が承認した場合。］とあります。

　　�62歳の橋本徹也パスト会長は、出席免除適応まで
あと 2年かかることになります。

　　　⃝15回　�阿部会員・本田会員・紙谷会員・清水
大吾会員

　　　⃝10回　杦本会員・髙木会員
　　　⃝ 7回　堀会員・木下会員
　　　⃝ 5回　近藤会員・坂本会員
　　　❖ホームクラブ100％会員（アイウエオ順）
　　　　�井伊会員・瓜生会員・榎原会員・荻田会員・

河邊会員・木下会員・坂口会員・佐藤会員・
島倉会員・清水良寛会員・杦本会員・橋本
幸治会員・橋本徹也会員・橋本芳信会員・
福原会員・由上会員　以上

2．�7 月ご結婚月のお祝いをお送りしております。今
年度はお花屋さんが変わりました。紙谷会員の会
社前・郵便局横・ハンコ屋一番横にある花屋です。

　　＜江坂の花屋ウイーズさんからのCMです。＞
　　�2000年から江坂で花屋をやっております「江坂の
花屋ウイーズ」です。老若男女、ワンちゃん問わ
ずお気軽に入れるお店です。お近くにお越しの際
はお立ち寄り下さい。

　　　⃝H12. 7 . 7 　木下会員ご夫妻
　　　⃝H15. 7 .12　清水良寛会員ご夫妻
　　　⃝H19. 7 .28　仁科会員ご夫妻
3．�清水良寛会員の地区出向先が、前 瀬川会員の出
向先、地区ロータリー財団委員会「資金管理小委
員会」となっていましたが、 6月に本人希望や委
員会事情により所属が、「資金推進小委員会」と
なりました。ご活躍を期待しております。頑張っ
て下さい。

4．�地区より、吉川ガバナーのお名前で「2021年 7 月
3 日に発生した�静岡県熱海豪雨災害」支援金に
ついてという文書が届きました。被害地域を抱え
る第2620地区熱海豪雨災害支援本部の要請を受
け、支援金を募（つの）り、第2660地区で取りま
とめ第2620地区へお届けしたいとのことです。回
覧並びに募金箱を回します。支援金募金を皆様宜
しくお願い致します。ちなみに地区への振込期限
は 7月28日（水）です。

5．�来週19日は本年のオリンピックカレンダーに従
い、祝日では御座いませんので、例会は開催致し
ます。お間違えのないよう、お願い致します。

出席報告	 出席委員会　小川会員

●会　員　数　43名　
　出席会員数　38名（内Web出席　 4名）
●来　　　客　 0名　　本日の出席率　97.44％
● 7月 5日の出席率（メーキャップ含む）100％

クラブ奉仕委員会	 清水（良）委員長

クラブ奉仕担当の炉辺談話のご案内です。
7 月30日（金）午後 6 時～、例会の会場と同じ東急

REIホテルにて炉辺談話を開催します。
テーマは、会員増強と、会員の承継などに関連した
会員身分の在り方について、です。
8月 2日（月）の例会のクラブフォーラムにて協議す

るテーマの頭出しの議論とさせていただきますので、
多くの皆様のご参加をお願いします。
なお、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点か
ら、アルコールなしでの開催を予定しております。お
食事とアルコールではない飲み物をご用意して、マス
ク会食のスタイルでの開催にご理解のほど、よろしく
お願いします。

ニコニコ箱	 塚脇SAA

●杦本会長　皆様に協力いただいて今年度方針を実行
していきますので宜しく。
●井伊パスト会長　家内の誕生日のお祝いありがとう
ございました。
●阿部副会長　坂口先生ワクチン接種ありがとうござ
いました。
●清水（良）会員　結婚祝いのお花ありがとうございま
す。本日の卓話よろしくお願いします。
●瓜生会員　今期は副SAAとクラブ会報副委員長の
役割を頂きました。頑張ります。

　　　　　　　　本日のニコニコ箱� 22,000円
　　　　　　　　累計のニコニコ箱� 173,000円

新年度理事挨拶
� 清水　良寛�クラブ奉仕担当理事

クラブ奉仕に関する各委員会の活動方針・計画につ
いて、ご説明致します。

1 　クラブ奉仕委員会
� ＜清水委員長、青木副委員長、新井委員＞
会長テーマ「奉仕しよう 地域の人達を豊かにする
ために」を実現するために、「コロナ禍」における
諸々の制約があるものの、会員がロータリー活動に取
り組むことができるよう、各委員会と連携してクラブ
奉仕活動を行う。

2 　出席委員会� ＜本田委員長、小川委員＞
方針：出席率100％を継続する。
例会欠席時の連絡については必ず午前中までに行う
よう徹底する。
計画：新会員に対し、100％出席率及びメークアッ
プについて説明する。
Zoomを併用のハイブリッド型例会については、出

卓　　　話



席委員会の立場で、実践をフォローする。

3 　クラブ会報委員会
� ＜木田委員長、瓜生副委員長、榎原委員＞
方針：記録委員会と連携し、より見やすい広報誌を
作成する。無駄のない会報誌づくりを目指す。広報誌
とホームページを分かり易くリンクし、ペーパーレス
化を目標にする。
計画：HPと広報誌をリンクさせ、より見やすいよ
うに工夫する。
掲載内容を詳細にチェックし個人情報等の漏洩を防
ぐ。
写真が無駄に増えないよう厳選しより良い写真を掲
載する。

4 　�親睦活動委員会
　　＜福原委員長、島倉副委員長、瓜生委員、
� 坂本一成委員、佐々木委員＞
会長方針に基づき、会員及び会員家族の皆様の親睦
を深める活動を行う。
各行事において感染防止の観点から最大限の配慮を
行うことを前提とし、家族例会、炉辺談話の設営を行
い、また、SAAと連携して、例会における受付及び
関連対応を行う。
秋の家族例会は10月 4 日（月）開催予定であり、コロ
ナ禍の状況・影響等を総合考慮して、ご婦人のみの同
伴で、当ホテルにおいてコース料理をいただくことを
軸に企画している。

5 　会員増強委員会
� ＜西村委員長、梶山副委員長、瀧川委員＞
方針：高齢者会員の将来の退会に備え、有職者新入
会員の 5名増強を全会員で積極的に行う。女性会員を
全体の10%を中期目標として今年度に 1名の増員を行
う。
計画：
①　�年齢による退会者には後任者のお願いを徹底する。
②　�JC吹田OBは卒業見込者アプロ―チをお願いする。
③　�吹田商工会議所青年部OBも同様にお願いする。
④　HPに新入会員募集要綱を明記する。
⑤　�「すいたch」にて会長から活動報告をしてもらう。
⑥　�業種別に見込み会員の選別を行い 3か月ごとに確
認する。

⑦　必要に応じて例会招待状を送る。
⑧　クロージングを綿密に行う。
⑨　入会後のフォローをしっかりとすすめる。

6 　プログラム委員会
� ＜橋本芳信委員長、木田副委員長、尾家委員＞
会長の方針に基づき、会員に積極的に例会に参加を
促し、単年で終わらず、複数年で引き継げるプログラ
ムを目指す。改めて、会員のことを良く知って頂く為
に「私の・・・」シリーズでの内部卓話を増やす。踊
りや歌、体を動かすなどの会員が楽しめるプログラム
を計画します。

7 　記録（IT・広報含む）委員会
� ＜塚脇委員長、佐藤副委員長、伊藤委員＞
リニューアルしたホームページの積極的な活用が進
むよう、会員への周知を継続して行っていく。
計画：
①　�例会の他、事業の記録を、各委員会を連携して行
う。

②　�会報委員会と連携の上、HP、FBの更新を月 4 回
以上行う。

③　�新入会員のマイロータリーへの登録を徹底する
（100％）。

8 　Web会議推進委員会
� ＜木田委員長、塚脇副委員長、木下委員＞
方針：昨年度より実施されたWeb（Zoom）を使っ
た会議や例会をより機能的に進め例会や会議に定着さ
せて、メンバー全員がリアルとWebのハイブリッド
化に馴染めるよう工夫する。
計画：
①　�Web参加者とリアル参加者がうまく連動出来る
運営を確立する。

②　�リアル例会とWeb例会とのハイブリッド化を定
着させる。

③　�Web会議になじめない会員に対しフォローして
いく。

④　Zoomを利用し、会議の内容を記録する。

9 　クラブ研修・規定情報委員会
� ＜井伊委員長、坂口副委員長、橋本徹也委員＞
新入会員へのレクチャーの実施を行いロータリーに
関する知識と認識を高める。会員の親子承継などがな
された後の会員身分の在り方などについて検討する。

10　音楽委員会
� ＜榎原委員長、島倉副委員長、田中委員＞
例会の始まりなので、全員で歌いましょう、という
方針のもと、月初は「君が代」と「奉仕の理想」、月
末は「我等の生業」を歌い、月中については、70年
代、80年代のフォークソングを、ときには会長のサッ
クス演奏を交えて歌うことを計画しています。
以上、クラブ奉仕に関する各委員会とも、コロナ禍
の制約はあるものの、会員の皆様がロータリー活動に
取り組むことができるように、活動してまいりますの
で、 1年間、どうぞ、よろしくお願いします。

新年度理事挨拶
� 橋本　幸治�社会奉仕担当理事

杦本会長年度において社会奉仕担当理事並びに社会
奉仕委員長をさせて頂きます橋本幸治です。副委員長
を家村武志パスト会長にお願いしております。委員会
メンバーはこの 2名だけですが各奉仕活動において会
員皆様の多数の参加が必要となりますのでご協力の程



奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために

お願いします。
本年度の委員会は、『奉仕をしよう 地域の人たちを
豊かにするために』という会長テーマに沿って、年齢
や性別に関係なく地域社会の方々と協力して交流を深
めるような奉仕活動を目指します。
具体的に次のような活動となります。
第 1は、地区補助金制度を活用し、地域の青少年に
対しチームとしての力を感じてもらえる事業の実施で
す。従前より吹田浜屋敷で開催されていたジャンボ将
棋大会を参考に、吹田市内の小学校においてチームで
物事を決めたり助けあったりする心を育てられる事業
を企画中です。コロナ禍の為小学校との連携をいかに
するかが現時点での課題です。
次に、毎月 1日のクリーン活動を実施します。毎月
1日平日のみの活動です。 7月 1日の活動は新型コロ
ナのため中止となり、 8月も日曜日のため 9月 1日か
らの実施となります。当クラブ主催となるのは 9月、
11月、 2月、 4月です。特に11月はクリーンデー30周
年となります為会員親睦委員会と協力して朝例会の実
施を考えております。また、江坂企業協議会主催で10
月、12月、 3月、 6月に実施される予定です。多くの
皆様のご参加をお願いします。
年 2回開催される献血活動へも参加します。長年継
続されており、日本赤十字社からも大変感謝されてお
ります。今年度も 8月と 2月に実施予定です。
大阪府無事故無違反チャレンジコンテストにも参加
します。 9月末日がエントリー締め切りとなっており
ますので、来週より募集を開始したいと思います。エ
ントリー頂ける方は、例会に免許証と認め印をご持参
下さい。
7月 4日に予定されていた『クリーン・エサカ』は

雨天の為中止になりました。
『社会を明るくする運動』のティッシュ配り、市民
集会も新型コロナのため中止となりました。『迷惑駐
車追放パトロール』については時期方法とも未定です
ので決まり次第お知らせします。
昨年同様新型コロナの影響を大きく受けることとな
りそうですが、会員の皆様には、地域社会奉仕活動に
参加頂き、地域の人たちと共に豊かになる活動をして
いきましょう。
一年間宜しくお願いします。

新年度理事挨拶 堀　豊�職業奉仕担当理事

今年度の職業奉仕理事を仰せつかりました堀でござ
います。石﨑パスト会長に副委員長、井伊パスト会長
に委員を担っていただき、お知恵を頂きながら杦本会
長の方針に基づき、コロナ禍で出来ることを考えて取
り組んでまいりたいと考えております。
具体的には次の 5点です。①職場体験学習や出前授

業につきましては、従来型の形式での事業は計画しづ
らいところですが、年度途中でもコロナの情勢を見な
がら実現性が高い企画ができれば理事会へ提案し取り
組んでまいります。②昨年度整備いただいた当クラブ
のホームページにある「私の職業タウンページ」につ
きまして、会員情報のデータ更新を行ないます。③歴
代の職業奉仕活動の取り組みをまとめ、紹介する卓話
を行ないます。④地区の職業奉仕委員会へ卓話を要請
し実施いたします。⑤当クラブ会員がロータリアンと
して取り組まれている職業奉仕の活動を、会員の皆様
にご協力をいただきながらレポートさせていただきた
いと考えております。その報告形式は会報・卓話・ク
ラブ概況等でご紹介させていただくことを考えており
ます。
以上の 5点が現時点で考えているものであり、現場
活動型というよりはコロナ禍によってどうしても情報
提供型の職業奉仕活動となりますが、杦本会長の「前
へ進めていく」という姿勢に応えられるよう取り組ん
でまいります。皆様にも何かとご協力をお願い申し上
げることになりますので、その折には何とぞご理解と
ご協力のほど宜しくお願いいたします。

堀　豊�職業奉仕担当理事

橋本　幸治�社会奉仕担当理事

清水　良寛�クラブ奉仕担当理事


