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2. みんなに公平か

3. 好意と友情を深めるか

本日の例会

次回の例会

第1791回例会 令和 2 年12月 7 日
今週の歌 「君が代」「奉仕の理想」
卓
話 「ウイルス感染症について」

坂口 道倫 パスト会長
会報委員会よりお詫び：幹事報告にもありますが、前
号№1790会報 次回の例会 卓話欄に「ウイルス感染症
について」坂口道倫パスト会長と記載すべき所、誤っ
て年次総会と記載してしまいました事をお詫び申し上
げます。

前回の記録
会長挨拶

4. みんなのためになるかどうか

由上会長

第1792回例会 令和 2 年12月14日
今週の歌 「サントワマミー」
年次総会
しかし、プレー費は 1 万円余り、70歳以上の方は利
用税が無料なので 1 万円を割っていたと思います。
安かったと思われた方は来週でも構いません。ニコ
ニコをお願いします。
次回は 4 月14日キングスロードですが一応安くして
おいてと言っているので是非参加しニコニコをして下
さい。
楽しいイベントがないとニコニコは集まりませんの
で。
ところで今日は理事会ですのでクリスマス家族につ
いても討議いたします。
今日の例会中にクリスマス家族を実施について話し
合って理事の方にお知らせしておいて下さい。
実施の場合は、40周年の形式ですので騒ぐことなく
厳粛な形で行われることになろうかと思います。
コロナ禍でストレスが溜まっておられると思います

先々週、新型コロナの第 3 波が来ているかも、と
言っていましたが本当に現在は急増しています。そん
な中でクラブのゴルフコンペが行われました。
私のホームクラブなので目標は絶対に優勝しないこ
と、あわよくばホールインワンをして皆さんのプレー
費をゴルフ保険で賄って無料にすれば良いなと思って
いました。そうすれば参加者はニコニコを大枚でして
くれるだろうと。
残念ながらホールインワンは有りませんでした。

が少しでも気分が晴れるイベントにしたいですね。そ
のためには変な所には行かないように注意して下さい。
先々週はコロナが急増するだろうと言いましたが、
私の言霊で世の中の動きが変わることを期待して今週
は「コロナ感染数は減少に転じる」と申し上げます。

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。

幹事報告

1 ．本日例会後に理事会があります。

●田中会員

2 ．2020年10月第41回、米山功労クラブ感謝状が届き
ました。
3 ．台北の国際大会の早期割引受付締め切り日が2020
年12月15日から2021年 2 月15日に延期になりまし
た。
4 ．会 報誌の次回例会欄に、「年次総会」と記載があ
りますが、正しくは「ウイルス感染症について」
坂口道倫パスト会長です。お詫び申し上げます。
5 ．新型コロナウイルス感染拡大の状況に鑑み、2021
－22年度、青少年プログラム派遣学生募集中止の
お知らせが届きました。
6 ．本日、40周年記念誌と年表、ロータリーの友12月
号をお配りしました。

出席報告
●会
●来

員

ニコニコ箱

木下第一副幹事

数

46名

出席会員数

客

0名

本日の出席率

村井委員長

92.86％

佐藤委員長

明日、12月 1 日はクリーンデーです。今回は、当ク
ラブの主催です。午前 7 時30分に、東急REIホテルの
西側入り口前に集合です。たくさんの方の参加をお願
いいたします。

ゴルフ同好会

そして由上会長杯で12年振りに 2 位になりました。
●榎原会員

第 2 回由上会長杯ゴルフコンペ思いがけ

なく優勝させていただきました。
●瀧川会員

暗くなる気がせわしくなります。

●石﨑会員

結婚記念日お花のお礼。

●坂口会員

由上会長杯ゴルフ大会、おつかれさまで

した。
●由上会長

ゴルフコンペの幹事の皆様、御苦労様で

した。

●青木会員

前回バッチを忘れました。反省！

40周年記念誌発行を祝して。木下編集長

ありがとうございました。

39名

●11月 9 日の出席率（メーキャップ含む）100％

社会奉仕委員会

11月にちょっといいことがありました。

●橋本（芳）会員

出席委員会

塚脇SAA

●橋本（徹）会員

40周年記念誌発行できました。皆様

ご協力ありがとうございました。
●木下会員

やっと完成致しました。40周年記念誌！！

がんばって卓話したいと思います。よろしくお願い
致します。
●塚脇会員

40周年記念誌の編集に関わった皆様、大

変お疲れ様でした。

阿部会員

2020年11月18日
（水）第 2 回吹田西RC由上会長杯ゴル
フコンペ成績。
優勝：榎原会員

47,000円

累計のニコニコ箱

550,000円

累計ニコニコB

2 位：田中会員

2,000円







3 位：長屋会員

本日のニコニコ箱

お誕生日のお祝い

コンペ参加メンバーは18名でした。参加ありがとう

会

員
本田会員
尾家会員
木田会員
近藤会員

ございました。
第 3 回吹田西RC由上会長杯ゴルフコンペ案内
日時：2021年 4 月14日（水）
場所：キングスロード


12月

会員夫人
塚脇会員夫人
佐藤会員夫人
梶山会員夫人

卓

られる内容に編集出来たと自負致しております。

話

皆さんも10年後の自分に向けて、または後輩達、御

創立40周年記念誌発行の総括


木下

基司 会員

子息様方に向けて「こんなクラブだヨ！」
「良いクラ
ブでしょ！」とこの記念誌を使って胸を張って自慢し
て下さい。そんな記念誌になりました。じっくりとご
覧下さい。
最後になりましたが、今回、若輩者の私にこの様な
機会を与えて頂きました橋本徹也会長、尾家亮40周年
実行委員長並びに青木建雄副実行委員長をはじめとす
る全てのメンバーに感謝致します。
今後、吹田西ロータリークラブの更なる進化・発展
を祈念して、この記念誌の解説をさせて頂きます。
＊記念誌構成

昨年 7 月、
『創立40周年実行委員会』発足後、当ク
ラブに関わられた全ての方々の思いや情熱を全てこの
一冊に結集しようと、アナログなアルバムや写真デー
タ約60ギガバイト、紙資料等文書データ4.5ギガバイ
ト程度を再確認、編集、総括しながら、我がクラブの
40年間を顧みた訳ですが、自身の父親に再会出来た
り、諸先輩方（幼少の頃には「オッちゃん」と呼ばせ
て頂いていた方々）の当時の声や想いが「吹田西ロー
タリークラブ」と言う媒体（周年記念誌・クラブ概
況・会報誌）を通じて、聴こえて来たような気がしま
した。
1980年に創設時のチャーターメンバーの思いや 5 周
年・10周年を迎えた時のメンバーの高揚感。15周年の
高貴な雰囲気。20周年の電子媒体を使用した周年記念

・表紙・新入会員を歓迎する歌・創立40周年に寄せ
て・物故会員紹介（ 2 代目吹田西ロータリアン）・RI
の歴史・バナーの由来・榎（江）坂の榎谷から榎原へ・
歴代会長／幹事・表彰一覧・卓話一覧・吹田西RCの
年表・日本ロータリー100周年記念ゴング（鐘）・「朋あ
り遠方より来る 又楽しからずや」・国際／社会奉仕
年表・震災遺児 名城直樹くん・2010－2020年まで・
創立40周年記念事業・付録・編集後記・全クラブ概況
／全記念誌 表紙写真
＊キーワード
RI & 2660地区の歴史：
▪1962年からWCS World Community Service世界社
会奉仕 開始
▪1965年からMGマッチンググランドMatching Grants

誌は先輩方の「吹田西プライド」を観ました。25周年

開始

は、それまでにない勇壮さと緻密さの融合。30周年の

同時にGSE Group Study Exchange研究グループ交

大胆さは我がクラブの懐の深さの証明。35周年は、奇

換 開始

想天外！会員各々の個性が融合し、他のクラブには無

▪区 から地区へ

1968－69年まで365区・1969－70年

い「伝統」を保持。「古き良き時代のロータリークラ

よリ365地区（京都、奈良、滋賀、福井、大阪、和

ブの匂いが残った唯一のクラブ」とRID2660 2018－

歌山）

19年度山本博史ガバナーに言わしめたのは、記憶に新

1970－71年366地区 大阪、和歌山とガバナー月信に

しい昨年の事です。

記載されています。

新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、40周年記

▪1990年「IGF Intercity General Forum都市連合一

念式典は中止となってしまいましたが、その鬱憤を晴

般討論会」から「IM Intercity Meeting」へ変更

らすべく、この先の10年・20年後も我がクラブが継続

2015－16年度「IM」から「ロータリーデー」と変

していることを前提に、将来の我がクラブのロータリ

更

アンに向けて、先輩方の功績を、胸を張って見せ付け

▪千 里ロータリーは過去に「吹田北ロータリークラ

ロータリーは機会の扉を開く
ブ」と呼称しており、ガバナーを 3 回輩出している。

23日にお亡くなりになられており（在籍期間 8 ケ

1997－1998年度 近藤雅臣氏、2000－2001年度 近藤

月）、その 4 年後、36歳 5 ケ月で入会されている。

雅臣氏、2002－2003年度 井上暎夫氏
ま た近藤雅臣パストガバナーは2010－2012年度に

▪1981年 3 月14日に新阪急ホテルで開催された大阪港
（現在の大阪リバーサイド）RCと箕面中央（現在の

RI理事にも就任されている。

箕面千里中央）RCと 3 クラブ合同認証状伝達式で

更に、当クラブのタイ国のクリーンウォータープロ

すが、RID2660 2019－20年度 四宮孝郎ガバナーの

ジェクト（CWP）は、開始時の2007年から2011年

叔父に当たられる当時の第266地区 地区拡大担当

まで千里RCと共同事業であった。

四宮誠祐氏のご提案で 3 クラブ合同開催となった。

▪1991年（平成 3 年） 7 月 266地区から2660地区へ

▪金曜日に例会が開催されていたのは、1980年 6 月20

▪2002年 日本34地区に再編成

日から橋本徹也直前会長の父上、保次氏が会長で

▪2004－05年度 ロータリー100周年

あった1987年 6 月19日までである。

▪2010年 6 月まで 4 大奉仕とし、（当クラブでは社会
奉仕委員会内に青少年委員会が存在）2010－11年度

▪1987－88中堀和英会長年度から月曜日夕方開催であ
る。

7 月から「新世代奉仕」が加わり 5 大奉仕へ、2013

▪過去最高会員人数は1989－90年度の68人である。

－14年度 7 月から「新世代奉仕」から「青少年奉

▪2002年から梶山高志パスト会長は、現在の「高志」

仕」へと変更した。当クラブで対応したのが2013－

と改名された。（それまでは「高」）

14年度（青少年奉仕に名称変更があった年に新世代

▪卓話一覧の各年度初めと年度終わりに掲載している

奉仕を設定）から新世代奉仕担当理事を設定し、次

番号は、通年の例会回数であり、会報誌に掲載の例

の年の2014－15年度から青少年奉仕担当理事を設

会回数と若干の相違がある。

定。 4 年間のブランクがあることとなる。
▪2011年からWCS→ICS International society service

▪例会数の計算は表計算ソフトを使用し、毎年の 7 月
1 日から翌年 6 月30日までのその年の例会開催曜日

国際社会奉仕 へ変更

を算出し、クラブ概況に掲載されている例会休会日

2013年にICS廃止→国際奉仕プロジェクトと名称変

の回数を引いた数字を「例会数」として計算した。

更
▪2013年 FVP Future Vision Plan未来の夢計画とし
てMG→GG＝Global Grantsグローバル補助金へ変

▪卓話一覧の演題数も例会数に一致して、演題が記録
されていた。
▪皆さん、もし、何処でズレたかお分かりなら教えて

更

下さい。実は事務局に会報誌が全部残っていません。

DG District Grants地区補助金の分配率と内容が変

＜会 報 34 － 103 号（1981.2 － 1982.6） 306 － 405 号

更
同時にGSEもVTT Vocational Training Team職業
研修チーム へと変更！
▪2016－17年度 ロータリー財団100周年

（1986.7－1988.6） 454号（1989.6？）が事務局にあ
りません！>
▪現在のバナーは 3 代目である。
▪当クラブからのガバナー補佐は現在までお二人を輩
出している。

吹田西の歴史：

2003－04年度 瀧川紀征パスト会長・2015－16年度

▪我がクラブの親クラブは「吹田ロータリークラブ」

新井清パスト会長

である。
▪1980年 6 月12日に開催された設立総会は唯一木曜日
開催であった。
▪小 林哲パスト会長のお父様（小林馨氏）はチャー
ターメンバーであったが、クラブ創立の翌年の 2 月

▪今年の12月31日までで計算するとクリーンデーは継
続29年・献血活動は21年・迷惑駐車パトロールも21
年・CWPは13年・大相撲教室は 6 年になります。
▪現 在までで親子 2 代で会長を務めたのは直前会長
橋本徹也会員のみである。等々

