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会長挨拶	 杦本会長

本日は、オリンピックの話題です。
開会式ですが、コロナ禍の開会式で、開会前から、
辞任騒ぎ、オリンピックそのものを開催すべきではな
いと、マスコミは、世間の反対の声ばかりを多く拾っ
て、放送していました。
士気が下がる報道ばかりでしたが、いざ始まってみ
たら、初日から柔道では高藤直寿（たかとう なおひ
さ）選手の金メダルに始まり、本日までに金メダル 6
個、銀メダル 1つ、銅メダル 1つと、快挙が続いてお
ります。
バドミントン混合ダブルスの渡辺勇大（わたなべ
ゆうた）選手、東野有紗（ひがしの ありさ）選手が
ダブルス予選勝利、卓球混合ダブルスでは水谷 隼
（じゅん）選手、伊藤美誠（みま）選手が準決勝進出
を決めました。女子ソフトボールはアメリカに惜しく
も 2： 1で負けましたが、もう一度アメリカとの決勝
戦で対戦します。
女子テニス大坂なおみ選手は、本日午前中に 2： 0
でビクトリアのゴルビッチに危なげない試合運びで快
勝。男子サッカーは 2： 1 でメキシコに勝利しまし

た。スケートボード堀米雄斗（ほりごめ ゆうと）選
手と女子競泳大橋悠依（ゆい）選手の金メダル、柔道
女子渡名喜風南（となき ふうな）選手の銀メダル、
女子スケートボードで13歳の西矢 椛（もみじ）選手
が金メダル、同競技で16歳の中山楓奈（ふうな）選手
が銅メダルを取得しました。
柔道の阿部兄弟がオリンピック初の兄弟揃っての金
メダルを取りました。一二三選手と詩選手は二人とも
そっくりな顔で、ニュースでは幼いころの二人を紹介
していましたが、詩選手は兄弟二人の影響で 5歳から
柔道を始めたそうです。二人の地元は神戸市兵庫区の
和田岬で、僕が、列車無線の仕事で良く通っていると
ころで、まさかこんなところに、世界一の兄弟がいた
なんて、なんだかわくわくしています。
コロナ禍ではありますが、感染対策のもと競技が開
催され、結果を残せた選手、惜しくも敗退した選手、
素晴らしいアスリート達が戦っています。
冒頭に申し上げた通り、開催前は反対の声も多くあ
りました。しかし、開催したならば、 4年に 1度の大
会に向けて、24時間365日努力を積み重ねてきた選手
たちに、できる限りの応援を送るべきだと思います。
私たちに陽性反応が出たら14日間の隔離生活を送らね
ばならない様に、すべての選手たちは、コロナの陽性
反応が出たら競技に参加できなくなるリスクを背負っ
て戦っているのです。
今回のオリンピックの開会式を見ながら、このコロ
ナ禍でのオリンピック開催は、日本だからこそできた
のではないかと考えています。開会式の進行や無観
客、国内の感染者増など多方面から意見があると思い
ますが、まずは選手・アスリート達にフォーカスし
て、惜しみない声援を送りたいと思います。

本日の例会

第1816回例会　令和 3年 8月 2日
今週の歌　「君が代」　「奉仕の理想」
卓　　話　「クラブフォーラム（クラブ奉仕）」
 清水　良寛 クラブ奉仕担当理事

前回の記録

次回の例会

第1817回例会　令和 3年 8月16日
今週の歌　「てんとう虫のサンバ」
卓　　話　「ジャンボ将棋大会と吹田での
 将棋への取り組みについて」
 千里ニュータウン情報館　曽谷　博之 様



ゲスト紹介	 親睦活動委員会　佐々木会員
本日のお客様は、いらっしゃいません。会員の皆様
でごゆっくりとお楽しみください。

幹事報告	 木下幹事

1 ．�本日例会終了後は、今年度第五回（七月度）理事
会が開催されます。

　　�今年度理事並びに役員の方はご参集頂きますよ
う、宜しくお願い申し上げます。

2．�9 月分の卓話予定表をBOXに入れております。
よろしくお願い致します。

3．�先週メールでお伝え致しましたが、佐藤原二会員
の義理のお母様で株式会社岡本銘木店創業者夫人�
岡本富子様が令和 3年 7月21日、89歳をもって永
眠されました。謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

4．�本日配布の会報誌「次回の例会」の欄で西村元秀
会員増強委員長・井伊圭一郎クラブ研修・規定情
報委員長のお名前が抜けておりますが、【クラブ
奉仕担当のクラブフォーラム】が開催されますと
いう意味です。よろしくお願い申し上げます。

出席報告	 出席委員会　本田委員長

●会　員　数　43名　
　出席会員数　36名（内Web出席　 2名）
●来　　　客　 0名　　本日の出席率　94.74％
●�7 月26日の出席率（コロナ禍によるメーキャップ規
定により）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。
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、アル
コールなしの開催です。
お食事と、ノンアルコールビール、ソフトドリンク

をご用意します。
会費は 1 人5,000円です。当日、集金させていただ
きます。
出欠表にて参加の意思表示をされた方分のお食事を
用意しますので、欠席のご連絡については、前日まで
に、事務局か、私、清水良寛宛てに、お願いします。
ご連絡のないまま、欠席された場合、恐縮ですが、後
日、会費のご負担をお願いします。どうぞ、よろしく
お願いします。

米山記念奨学会委員会	 近藤委員長

坂口会員・瀬川会員より特別寄付をいただきまし
た。ご協力ありがとうございました。

会員御礼	 佐藤会員

7 月21日に、義母が亡くなりました。 4連休初日の
22日の夜に、「お別れ会」を行いましたところ、多く
の方から、ご弔電を頂いたり、参列していただきまし
た。改めまして、御礼申し上げます。ありがとうござ
いました。
また、連休のため、事務所が閉まっている中、木下
幹事に色々手配をしていただき、皆様に祭式の連絡を
していただきました。どうもありがとうございました。

ニコニコ箱	 島倉副SAA

●新井パスト会長　頑張れ！！ メダルラッシュ。
●村井パスト会長　木下君堀君楽しい一日を有難う！
●阿部副会長：阿部きょうだい、金メダルおめでとう
ございます。
●橋本（幸）会員　東京五輪、日本勢の大活躍！感動し
ています。
●島倉会員：来週 2回目のワクチンです。

　　　　　　　　本日のニコニコ箱� 15,000円
　　　　　　　　累計のニコニコ箱� 206,000円

��

お誕生日のお祝い　 8月

�

会　　員
　荻田会員
　榎原会員
　髙木会員
　坂本会員
　仁科会員

会員夫人
　村井会員夫人
　坂口会員夫人
　西村会員夫人

�



前年度幹事報告� 木田　昌宏�直前幹事

2020年度～21年度事業報告をさせて頂きます。

事業を主管していただきました前年度理事、各委員

長をはじめ、会員の皆様のご協力に心よりお礼を申し

上げます。

一昨年より続いている新型コロナウイルスの影響

で、思うような運営が出来ず皆様におかれましても残

念な思いであったと思います。

堀幹事より幹事の仕事を引き継ぎいただきました

が、イレギュラーのことが多すぎて本来の幹事の仕事

が出来ませんでした。

今から思えば、会長ご夫妻と私夫婦が一緒に会えた

のは、これからという時で、会長に招待頂いたイタリ

アンレストラン コディーノで一度お会いしたのが、

この年度の最初で最後の機会でした。

私自身、今後の事業等において何回かお会いできる

と思っておりましたが、機会が無くなるとは、想像も

しませんでした。

会長との詳細な打ち合わせも思うように出来ないま

ま、前向きなお話も出来ずに、お役に立てなかったの

は残念でした。

地区における会長幹事会（二輪会）においてもリア

ルは 1回で、あとはZoom利用した会合となり、IM第

2組の他クラブとの会長・幹事の皆様ともあまり親し

くなる機会が無くなったのも心残りでした。

その反面、ロータリークラブの新しいあり方を考え

させられる一年でもありました。

年度が始まってすぐに、WEBと言う言葉が頻繁に

使われるようになりました。

今までに無い例会のやり方としてZoom・ハイブ

リッドと聞き慣れない会合のやり方が示されたのです。

私はWEB（蜘蛛の巣）の意味をWAVE（波）と

思っていたほどのコンピューター音痴でした。やり始

めは、この道に明るい木下第一副幹事と山下IT委員

長の協力をいただきながら、WEBによる会合とし

て、Zoom利用を進めて参りました。

今ではZoomを使った例会が当たり前になりつつあ

りますが、当クラブは、最先端を進めているクラブで

卓　　　話 あります。木下第一幹事、山下委員長がおられたから

出来たと行っても、過言ではありません。大変感謝し

ております。

昨年度は、リアル例会が24回ありました。

8 回がハイブリッド例会・ 6 回はZoom例会でし

た。 7回は休会になってしまいましたが、この状況下

で休会が増える中、 1回でも多くの例会が出来たこと

は良かったと感じております。

次の問題点は、炉辺談話も出来ずメンバー同士が疎

遠になってしまうのは悲しいことでした。

Zoomでは、対応出来ないコミュニケーションの難

しさを感じました。

しかし、この状況下でZoom例会を仕方なく進めて

行きましたところ、やり始めの頃は拒絶反応をされて

いた会員も、最後は、全メンバーがZoomをこなさ

れ、出席率100％を達成できたのは当クラブのメン

バーの素晴らしさを感じました。

各奉仕事業は理事によりは既にされていますので、

私の方からは控えさせて頂きます。

今年度以降は、事業も全て行えて、リアル例会開催

が全てされることを祈念しまして報告とさせて頂きま

す。

最後に、幹事をさせていただく上で、ロータリーに

対する勉強不足がたたり、頼りないことをしてしまい

メンバーの皆様にはご迷惑をおかけしましたが、私に

とって修練になりよい経験をさせて頂きました。本当

にありがとうございました。

前年度会計報告� 近藤　　亘�直前会計

お手元の会計報告を基に2020年 7 月 1 日から2021年

6 月30日までの科目別に決算を報告させていただきま

す。

全般的な概要は一般会計では、例年と違い当クラブ

のホームページのリニューアルを行いました。多額な

お金を使いましたが、担当会員の尽力により非常に見

やすいホームページに刷新され、外部からも活動内容

を見易くなり会員増強の一助になればと思います。

別途会計では、木田幹事様からの報告も有りました

がコロナ禍の為にZoomを使用した例会開催が多くな



奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために

り会員も慣れてきて定着してきたと思いますが、今年

度は通常例会が少なく、ニコニコの収入も少ない状況

でした。また、各理事も奉仕活動も思うように出来な

い状況でしたが、果敢に活動し当初予算をオーバーし

た活動も有りました。

私見ですが、息子が大阪府の教員をしていますが、

現在は全生徒にタブレット端末を支給されており情報

を多人数に同時配信共有化出来るので、これが無いと

授業にならないと言っておりました。今後の奉仕活動

は従来の対面奉仕活動以外にZoomを活用して非接触

で多人数に情報を同時配信共有化する利点を活かし

た、奉仕活動を企画し利用しても良いかと思います。

前年度監査報告� 井伊圭一郎�直前会計監事

前年度会計監査報告と40周年会計報告をさせていた

だきます。

まず、40周年記念事業報告は、前年度に報告させて

いただいた中間報告後、本日お渡している最終報告書

の通り、記念事業費の記念誌他をお支払いし、決算残

金￥1,729,141円となりましたので、お渡ししている前

年度会計報告の（C）積立会計に計上させていただきま

した。

次に、前年度会計報告をさせていただきます。先日

7月 8日に直前会計、会長、幹事同行に上、事務局に

於いて、証票・諸帳簿、銀行通帳等を監査しました

所、全て適正且つ正確であることを確認しました。

今年度予算報告� 坂本　一成�会計

今年度予算ポイント

①　前年度からの繰越金が例年の 2倍以上のため総予

算が大幅に増えていること。

②　会員数が大きく減少しているため、増強を見越し

て組んでいること。

③　メイン事業である社会奉仕事業に多く予算を割い

ていること。

④　経年の懸案であったロータリー基金を執念積立金

に繰り入れたこと。

近藤　亘�直前会計

木田　昌宏�直前幹事

坂本　一成�会計

井伊圭一郎�直前会計監事


