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会長挨拶	 伊藤会長

コロナ感染第 ７波が拡大しています。
プロ野球選手の感染で試合が中止、郵便局の窓口が
全国１４６カ所で休止など色々なところに影響が出てい
ます。
いつ第 ７波がピークアウトするのでしょうか？
政府が ２ 類相当から ５ 類相当への引き下げという
ニュース。
第 ７波収束後に検討・・・どうなるのでしょうか！！
大阪府は大阪モデルで赤信号、重症化リスクの高い
高齢者らに不要不急の外出自粛要請が出されました。
当クラブも幹事よりメールにて、ご心配の方はweb
参加というご連絡をさせて頂いております。
そして、先週の炉辺談話と本日のクリーンデー参加
できずお詫び申し上げます。
次回からは全て参加できるように致します。

それでは最後に、健康情報をお伝えしたいと思います。
今日は前回の油、酸化した油を摂ってしまった時の
対処法。油物を全て避けることは難しいですよね。
対処法
・水とビタミンC（最も安全な抗酸化剤）をたっぷり
摂ること（野菜や果物からでは少なすぎるのでサプ
リメント効率的）
・くるみがどろどろの酸化した油を中和してくれる
・いわしやさばなどの青魚の油は抗酸化作用が強い
・ビタミンE（ごまなど）を摂る
・サプリメントではコエンザイムQ１0が良い
摂らないのがベストですけど、摂った時にはこの対
処法です。

ゲスト紹介	 親睦活動委員会　木田委員長
本日は米山奨学生のエランバム,ガントイビ様に�
お越し頂いております。

8月度お誕生日祝い

本日の例会

第1857回例会　令和 4 年 8 月 8 日
今週の歌　「 4 つのテスト」
卓　　話　会員増強及び新クラブ結成推進月間
　　　　　「（女性）会員増強について」

 大阪西南ロータリークラブ　古澤みちよ 様

前回の記録

次回の例会

第1858回例会　令和 4 年 8 月22日
今週の歌　「Imagine」
卓　　話　浄土真宗の教え
　　　　　「正信偈（しょうしんげ）について」

浄土真宗本願寺派 來光寺　　
住職 本田　智生 様



幹事報告	 橋本（芳）幹事

先日、メール等でお知らせをしましたが新型コロナ

ウイルスの感染拡大により、感染に不安な方、又は危

惧される方は出来るだけWeb参加を頂きますようよ

ろしくお願いします。

例会場も感染対策はしていますがご自身での十分な

感染防止対策をお願いします。

１ �．先週２0２２年 ７ 月２５日に開催されました理事会報告

承認事項としまして、

　・ 9月度例会プログラム

　・大池地区青少年講座のジャンボ将棋の協賛の件

　・献血活動の件

　・無事故・無違反チャレンジコンテスト参加の件

　・２0２２－２3年度予算書の件

　・�友好クラブ（熊本中央RC）連絡調整特別委員会

の件が承認されました。

　　友好クラブ（熊本中央RC）連絡調整特別委員会

　　橋本徹也委員長、榎原委員、木田委員

２ �．ロータリーの友 8 月号、２0２１－２２年度決算書、

２0２２－２3年度予算書をBOXに入れました。

3 �．会員並にご夫人のお誕生日のお祝い

　 8月お誕生日おめでとうございます。

４ �．米山奨学生エランバム,ガントイビさんに伊藤会

長より奨学金の授与がございます。

出席報告	 出席委員会　島倉委員長

●会　員　数　４１名

　出席会員数　3４名（内Web出席 ６名）

●来　　　客　 １名　　本日の出席率　9４.４４％

● ７月１１日の出席率（メーキャップ含む）１00％

社会奉仕委員会	 近藤委員長

本日、 8月 １日（月）午前 ７時30分から江坂企業協議

会主催のクリーンデーが実施されました。

朝から気温も30℃になっておりましたが、吹田西

ロータリークラブからも１0名の参加が有りました。

榎原会員、紙谷会員、瀧川健一朗会員、塚脇会員、

橋本幸治会員、橋本徹也会員、橋本芳信会員、堀会

員、本田会員と私です。

大変、熱い中ご苦労様でした。

ご協力ありがとうございました。

次回のクリーンデーは当クラブ主催で、 9 月 １ 日

（木）に実施予定です。

ご協力よろしくお願い致します。

米山記念奨学生報告
エランバム,ガントイビ 様

今週から試験があります。水曜日までに提出する�

２0ページの論文もありますから今週は少し忙しくてス

トレスがたまりますが、いつも皆様が支援してくれて

ありがとうございます。

米山記念奨学会委員会	 瀬川委員長

本日、杦本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。



ゴルフ同好会	 榎原会員

２0２２年吹田 ５ RC親睦ゴルフコンペのご案内です。

１0月２６日（水）宝塚ゴルフ倶楽部新コースにて吹田

ロータリークラブ担当の吹田 ５ RC親睦ゴルフコンペ

が開催されます。多くの参加をお待ちしております。

ニコニコ箱	 荻田SAA

●伊藤会長�　炉辺談話、クリーンデー参加できず申

し訳ありません。

●阿部会員　久しぶりの野球練習疲れました。甲子園

大会まで４0日です。

●紙谷会員　クリーンデーありがとうございました。

●荻田パスト会長　ワクチン ４回目、接種しました。

●青木パスト会長　お暑い日が続きますね。

●橋本徹也パスト会長　暑い日が続きますがくれぐれ

もご自愛ください。

●橋本（芳）幹事　榎原クラブ奉仕担当理事様、炉辺談

話開催ありがとうございました。

　　　　　　　　本日のニコニコ箱� ２3,000円

　　　　　　　　累計のニコニコ箱� １７５,000円

前年度事業報告� 木下　基司 直前幹事

昨年度、幹事を務めました木下です。昨年度の事業

報告をさせて頂きます。

◦�２0２１－２２年度、例会予定回数４１回。うち、コロナ禍

による緊急休会は ４月１１日の１8４3回例会（春の家族

例会）のみで、合計４0回の例会を行いました。秋の

家族例会（１8２3回例会）とクリスマス家族例会

（１83２回例会）以外全て、ハイブリッド型例会を実

施しました。感染対策としましては、例会前に体温

計測・アルコールによる手指の消毒を全会員に実

卓　　　話

施、他クラブのメーキャップを未実施として運営致

しました。

◦�昨年度は、MY�ROTARY登録状況１00％を維持・年

次基金寄付 １ 会員当たり１9２ドル＜４3名計算＞（合

計8,２５６ドル）・ポリオ寄付 １会員当たり６8.0４ドル＜

４3名計算＞（合計２,9２６ドル）・ベネファクター（恒

久基金寄付） 3 名/クラブ・米山寄付 １ 会員当たり

3４,9４２円（普通寄付２１２,５00円・特別寄付１,２90,000円　

合計１,５0２,５00円）でした。

◦�毎年、年度始めに実施される、「地区チーム研修セ

ミナー」「PETS」「地区研修・協議会（会長部門）」

は、一斉に２0２１年 3 月１3日（土）にオンライン開催さ

れました。会長部門以外の「地区研修・協議会」

は、第２６６0地区HPでのネット配信で、各理事のオ

ンライン受講のみとなりました。

◦「クリーンデー」

　☆吹田西ロータリークラブ主催

　［開催］２0２１年１１月 １ 日（月）《別記載》

　　　　 ２0２２年 ４ 月 １ 日（金）参加者計 8人

　［中止］２0２１年 9 月 １ 日（水）・２0２２年 ２ 月 １ 日（火）

　☆江坂企業協議会主催

　［開催］２0２１年１0月 １ 日（火）参加者計 ７人

　　　　 ２0２１年１２月 １ 日（火）参加者計 ５人

　　　　 ２0２２年 3 月 １ 日（火）参加者計 ７人

　　　　 ２0２２年 ６ 月 １ 日（水）参加者計 ７人

　［中止］２0２１年 ７ 月 １ 日（木）

　［中止］２0２１年 ７ 月 ４ 日（日）

　　　　 クリーン・エサカはコロナ禍のため中止

◦「献血活動」

　☆�２0２１年 8 月２６日（木）＜社会＞

　　�日本赤十字社と当クラブ共催の「秋の献血活動」

株式会社ビケンテクノ様ご協力　献血受付者５６

人、内採血者は４６人参加者計１0名と会員夫人 １名

　☆�２0２２年 3 月２４日（木）＜社会＞

　　�日本赤十字社と当クラブ共催の「春の献血活動」

献血活動を株式会社ビケンテクノ様ご協力　献血

受付者39人、内採血者は3５人�参加者計 3 名（コ



ロナ�オミクロン株の流行のためビケンテクノ社

員と当クラブメンバーに限定しての実施）

◦「路辺談話」開催

　☆�２0２１年 ７ 月30日（金）＜クラブ＞

　　〔特別会員・名誉会員を論議〕参加者計１8人

　☆�２0２１年１１月 ５ 日（金）＜国際＞

　　�〔CCRCとの今後＆NPRCとの共同事業CWPの今

後についての論議〕参加者計１４人

　☆�２0２２年 １ 月２１日（金）＜職業＞

　　〔職業奉仕とは何か？を論議〕参加者計１６人

　☆�２0２２年 3 月２５日（金）＜青少年＞

　　�〔今後の青少年奉仕事業について論議〕参加者計�

１１人

　［中止］２0２１年 9 月１0日（金）＜社会＞

　☆�２0２１年 9 月２8日（金）＜社会＞

　　�２0２１-２２年度�大阪府無事故・無違反チャレンジコ

ンテスト実施�無違反は達成・無事故は達成出来

ず参加者計２0人

　　→�尚、 ４ 度目 8 月 ２ 日（月）からの緊急事態宣言

は、 9月30日（木）解除

◦「家族例会」＜クラブ＞

　☆�２0２１年１0月 ４ 日（月）　秋の家族例会（４0周年記念

式典のために作成されたビデオ上映会）

　　場　所　�新大阪江坂東急REIホテル　 3 Fボール

ルーム

　　�参加者　会員3６名　家族（夫人のみ） ７名

　　　　　　事務局 １名　計４４名

　☆�２0２１年１２月２0日（月）　クリスマス家族例会

　　�場　所　�新大阪江坂東急REIホテル　 3 Fボール

ルーム

　　参加者　�会員38名　家族（夫人のみ）１１名　

　　　　　　招待 ２名　事務局 １名　

　　　　　　元米山奨学生 １名　計５3名

　☆�［中止］�２0２２年 ４ 月１１日（月）　春の家族例会

　　　　　　〜工夫を凝らして楽しもう〜

◦２0２１年１１月 １ 日（月）

　クリーンデー30周年記念早朝例会開催

　　場　所　�エスコタウン及び新大阪江坂東急REIホ

テル

　　 ７時30分　クリーンデー活動　参加者計２9名

　　 8時１５分　早朝例会開会　参加者計30名

◦�２0２１年１１月１５日（月）＜クラブ・青少年＞

　�工藤博子氏の講演会（アジアパラリンピック柔道６3

㎏級銅メダリスト・東京パラリンピック出場）

　　「東京パラリンピックと２0２４パリに向けて」

　　場　所　�新大阪江坂東急ＲＥＩホテル  3階 ウッド

ルーム

　　例　会　�出席人数　会員3７名　招待 ４人（一般の

中・高・大学生）　参加者計４１名

◦�２0２１年１１月２６日（金）＜社会＞

　地区補助金を使用したジャンボ将棋駒の贈呈式

　�　吹田歴史文化まちづくりセンター「浜屋敷」へ地

区補助金を使用したジャンボ将棋駒 ２セットと将棋

盤（吸着カーペット１６４枚）【地区補助金¥４１４,２６0　

クラブ拠出金￥４１0,４3６】

　　参加者計 ５名

　☆�２0２１年１１月２9日（月）

　　豊津第一小学校将棋部員による実演会

　　�　その後、豊津西中学校の将棋部の部員達も交え

た交流会並びに将棋大会を催して頂く予定でした

が、コロナウイルス感染が懸念され、当年度の将

棋大会の開催は、困難と判断し断念致しました。

◦�２0２１年１２月１3日（月）＜クラブ＞

　�年次総会において「特別会員」に関する細則改正の

承認、並びにRI第２７２0地区熊本中央RCとの友好ク

ラブ協定締結に関して承認

◦�２0２２年 ２ 月２１日（月）＜国際＞

　タイ国CWP�Web贈呈式

　�　NPRCとの共同事業CWPクリーンウォータープ

ロジェクト＜定義：タイ国東北地方のナコンパノム

県の小・中・高学校へ冷却装置付き飲料水浄化装置

設置事業＞が１４年目を迎え、地区補助金を使用せ

ず、クラブ拠出金のみで １ 校へ実施【地区補助金

¥ 0　クラブ拠出金￥４５8,9４0】



　�例会前１６：30－１７：30�Zoomを利用し参加者計１５名で

贈呈式を開催

　→�尚、２0２２年 １ 月２７日（木）からの蔓延防止等重点措

置は、 3月２１日（月）解除

◦�２0２２年 ４ 月２５日（月）　「毎月 １ 日はクリーンデー」

（30周年記念）を２0２１－２２年度「意義ある奉仕賞」

へ申請致しました。

◦２0２２年 ５ 月２0-２１日（金－土）

　�RI第２７２0地区熊本中央RCとの友好クラブ協定調印

式を開催・調印

　　場　所　�花畑御殿「城見櫓」�

　　　　　　熊本市中央区花畑町 １ -１0�

　　�橋本徹也友好クラブ締結委員長を団長　参加者計

１１名

◦�＜職業＞HP上の私の職業タウンページコーナーを

更新・整理

　�　また、新しく週報の別刷で、職業奉仕委員会イン

タビューと称し職業奉仕関連記事の掲載�

◦�最後に２0２２年 ６ 月２１日　新井�清パスト会長がご逝

去されました。享年8４歳でした。（２0１５－１６年度RI�

第２６６0地区IM第 ２ 組ガバナー補佐《青木建雄会

長・立野純三ガバナー年度》） ６月２3日�通夜、 ６月

２４日�葬儀告別式�＜於：公益社�千里会館＞

＊�詳細については今年度「２0２２－２3年度�クラブの

概況」を参照下さい。

前年度決算報告� 坂本　一成 直前会計

２0２１年 ７ 月 １ 日から２0２２年 ６ 月30日までの決算報告

をいたします。

ほぼ予定通りの推移となりましたが、昨年度来のハ

イブリッドを採用しての例会運営も相まって、残念な

がらニコニコが予算額に及びませんでした。

非常に残念なことです。今年度は是非ともメンバー

全員で達成を目指さなければならないと考えます。

事業費に関してですが昨年、一昨年とコロナ休会が

多発していたために執行できずに繰越となっていた例

会費を用いて、クリスマスと春の家族会費用を充当し

ましたが、残念ながらその春の家族会もコロナ禍によ

り中止となりました。

予算策定時の通り、基金を取り崩し周年積立金に振

替を行いました。

繰越金が多く残っていますので、今年度、次年度で

また実行を計画していただきたいと思います。

前年度会計監査報告�
 橋本　徹也 直前会計監事

７ 月 ７ 日事務局にて証票及び帳簿を監査しましたと

ころ、全て適正にして且正確であることを確認いたし

ました。

今年度予算案� 清水　良寛 会計	

一般会計の収入面では、会員減少のため、減額と

なっている。

会長方針に基づき、純増 3名を踏まえた収入を計上

しているので、増強のご協力をお願いしたい。

一般会計の支出面では、親睦活動について、 3回の

家族例会を開催するための予算計上となっており、例

会プログラムについては、外部卓話者の謝礼などを踏

まえた金額である。

別途会計については、今年度も、ニコニコの目標金

額が１５0万円とされているので、ご協力をお願いした

い。

社会奉仕については、例年通りの事業＋青少年奉仕

と共催するジャンボ将棋を活用する事業のための予算

である。

職業奉仕については、例年通りの予算である。

国際奉仕については、CWPについて地区補助金を

活用した実施が予定されている。

青少年奉仕については、相撲事業のほか、先ほど述

べた社会奉仕との共催事業も検討されている。



イマジン ロータリー

�令和 ４ 年 8月 １日　クリーンデー

令和 ４年 ７月30日　野球同好会練習風景

木下　基司�直前幹事 坂本　一成�直前会計 橋本　徹也�直前会計監事

清水　良寛�会計


