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会長挨拶	 由上会長

目下大阪は非常事態宣言中です。

前回、申し上げていた摂津RCの50周年式典は中止

となりました。お気の毒ですね。

今はワクチンに頼らざるを得ませんがコロナコール

センターや保健所への電話が繋がらない状況なのでワ

クチンの話を致します。

ワクチン接種は集団接種と個別接種に分かれます。

まず集団接種ですが吹田市では 4月に高齢者施設に

800人分を打ち、今回の第 1 弾は 5 月17日から 6 週間

で高齢者18,900回の集団接種が進められます。

昨日の20時時点では4,500回受付のWEB予約は終了

し、電話予約の3,000回程が残っているだけです。で

すから第 1弾の予約は無理でしょう。

次回の第 2弾は 6月中旬の予約受付で高齢者全員を

カバーすることになります。 7月末までに高齢者は接
種する予定とのことです。すなわち第 2弾の規模が大
きくなっています。
これはワクチンの配布が 1か月後には大量に入荷さ
れるためです。しかし、 6月中旬の受付もパニックに
なると思います。
次に個別接種ですが吹田市内の42病院が対応しま
す。予約はその病院へ直接電話して下さい。公式的に
は 5月18日以降なのですが心やすい主治医の方が早目
に受け付けてくれるかもしれません。又、キャンセル
が発生した場合、その病院から電話をもらい接種する
方法もあります。第 1 弾の集団接種の予約が出来な
かった方は個別接種で動いて下さい。
ともかく、 1 か月後からは順調に進むと思われま
す。慌てないで下さい。
なお、16歳以上65歳未満の方の予約は 7月中旬の予
定です。
さて、ロータリー活動の話に戻ります。
青少年奉仕委員会は大阪西本願寺常照園に自転車の
寄贈と交通ルールの講習を企画されていて 5月12日に
実施されます。後ほど仁科委員長から報告をお願いし
ます。
今回は会場を使わない初めての例会です。
緊急事態宣言中は集まることが出来ないためZoom
オンリーになってしまいます。
Zoomは映像や音楽を流すほかにグループで内緒話
も出来ると聞いています。
楽しめる例会にしようとは思いますが我々ロータリ

本日の例会

第1806回例会（Zoom例会）　令和 3年 5月17日
今週の歌　「愛は勝つ」（合唱はなし）
卓　　話　「ロータリー希望の扉プロジェクト
� について」
　　　　　　国際ロータリー第2660地区
� 西川　正一�ガバナー補佐

前回の記録

次回の例会

第1807回例会（Zoom例会）　令和 3年 5月24日
今週の歌　「青葉城恋歌」（合唱はなし）
卓　　話　「会員対談」
� 坂本　一成�会員
� 聞き手　橋本　幸治�会員



アンはこれを本業とはしていませんので失敗は多々生
じるものと思います。しかし失敗をした時は「色々挑
戦しているんだろう」と言うことを感じ取ってご容赦
ください。担当の人達は大変なのですから。
ところでネットで見ているだけでは面白くないので
今後は 1分スピーチを何名かにお願いします。行き成
りで申し訳ありませんが今日は清水大吾さんにお願い
します。話すことが無ければ軽体操教室をお願いします。
�
1 分間スピーチ� 清水（大）会員
久しぶりですので、軽体操を致します。まずは以前
行いました脳の体操 3 種類です。（詳細は1776号・
1803号会報に掲載しております）思い出して続けて下
さい。もう一つ新しく、なかやまきんにくんが紹介し
ていた体操です。両腕を水平に伸ばし小指は上に向け
て肩から腕を回す。できるだけ早く大きく右回り左回
り交互に行う。皆様コロナに負けず身体を動かして健
康を維持しましょう！
�
なお、来週の例会には西川ガバナー補佐にZoomで
の卓話をお願いしています是非ご参加下さい。

新入会員の紹介	 橋本（徹）パスト会長

新入会員　佐々木博史様のご紹介をさせていただき
ます。
勤務先は、株式会社ジェイコムウエスト北大阪局局
長で山下さんの後任です。ご自宅は、兵庫県猪名川
町、奥様と二人の娘さんの家族です。趣味は、音楽
（鑑賞、演奏）両方、スポーツは、ジム、ランニン
グ、野球、フットサル、ゴルフ。そして旅行だそうで
す。
同好会の方も盛り上げていただけると思います。
推薦者：瀧川会員、橋本（徹）会員

幹事報告	 木田幹事

◇�米山奨学生ワッツァラさんの奨学金を本日振込みし

ました。

◇�5 月誕生日御祝は、宅急便でご自宅にお送りしま

す。又、結婚記念日お祝いのお花をお送りしており

ます。

◇�緊急事態宣言が延長されていますので、 5月中は全

てZoom例会となります。（状況が変わることがあれ

ば皆様へご連絡します。）

◇�週報の1805回をホームページ上にアップします。ご

覧ください。

◇�次回、1806回例会の卓話は西川ガバナー補佐に変更

になります。たくさんのご参加をお願いします。

出席報告	 出席委員会　●

●会　員　数　45名

　出席会員数　37名（全てWeb参加）

●来　　　客　 2名　　本日の出席率　94.87％

● 4月19日の出席率（メーキャップ含む）100％



米山記念奨学会委員会
	 米山奨学生　ワッツァラさん

皆さん、こんにちは、私は米山奨学生で大阪大学の
ワッツァラです。奨学金ありがとうございます。
最近、私は博士論文作成の準備をしており色々な論
文を読んで実験もして、とても忙しくて大変ですが早
く卒業したいので頑張ってます。
ゴールデンウィークの間はコロナが怖くて、どこに
も行けなかったけど、私は料理を作るのが好きなので
家で料理を作りました。
ケーキやパイとスリランカ料理やバーベキューと日
本料理も作りました。
ずっと勉強ばかりしてましたが、少し休めました。
米山奨学生として例会に参加するのは、大切な卓話
を聞けて、新たに日本語と日本文化を学ぶ機会も出来
て、とても楽しみで嬉しく思います。
これからも、よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。

青少年奉仕委員会	 仁科委員長

社会福祉法人 大阪西本願寺常照園さんとの取組み
（寄贈）について
青少年奉仕事業のメイン事業である木瀬部屋さんと
の交流事業が中止となり、何か青少年奉仕事業ができ
ないか？という思いにより、会員の皆さんのご協力を

得て、コロナ禍で実現可能な奉仕事業として大阪西本
願寺常照園さんの児童を対象に自転車寄贈と対象児童
に自転車の交通安全講習を行います。講習は吹田警察
署交通課の太田警部補のご協力をいただき、コロナ禍
ですのでZoomにて講習を行い、交通安全を常照園さ
んの児童に啓蒙致します。

大阪西本願寺常照園　自転車寄贈式＆交通安全講習会
開�催�日�時： 5月12日（水）
時　　　間：16時～16時45分
場　　　所：大阪本願寺常照園　食堂
対�象�児�童：小学校 1～ 6年
参�加�人�数：児童15～20人まで
現地参加者：由上会長（会長挨拶）、仁科（司会）
　　　　　　（コロナ禍の為　最小人数にて）
Zoom講習会場：東急REIホテル  3 Fメイプルルーム
講習会場参加者：大阪府吹田警察署 交通課
� 太田健一郎警部補様（講習）
　　　　　　　　木田幹事・木下記録・IT副委員長
内容：16：00～16：05　
　　　　吹田西RC　由上会長　冒頭挨拶
　　　16：05～16：35　
　　　　�吹田警察署　太田警部補様　自転車交通安

全講習　質疑応答含む（Zoomにて）
　　　16：35～16：40　
　　　　小川園長先生　挨拶
　　　16：40～16：45　
　　　　�由上会長より小川園長先生に目録贈呈（自

転車14台寄贈）

会員対談� 杦本日出夫�会長エレクト
� （Zoom例会のため単独卓話）

初めに卓話が質問形式を予定されていましたが、進

卓　　　話



行しづらいこともあり、一人進行の卓話をさせて頂く
ことになりました。
今回の卓話の目的は、杦本日出夫の人物像をメン
バーに知ってもらおうという趣旨と伺っており、その
辺をお話ししますので宜しくお願いします。

☆�早速ですが、私のロータリ入会は2011年 1 月31日
で、西村会員と同日入会をしました。今年で10年と
3か月となります。

2021－2022年度会長エレクトとして私の展望として
のテーマは『奉仕しよう　地域の人達を豊かにするた
めに』です
★�社会奉仕を基盤にした地域社会への奉仕活動
　＜吹田西RCとして新たな挑戦となります＞
★�従来行ってきた奉仕活動の継続と実践
　＜継続と実践です＞
★�吹田西ロータリークラブの更なる周知の実行
　＜周知の実行です＞
★�奉仕活動を通じて地域社会とのコミュニケーショ
ン創り＜共感創りです＞

私たち吹田西ロータリアンは、この地域に暮らす小
学生、中学生又はそこで活動する人たちと交流を深
め、共感しあうことです。
今までのロータリーの奉仕活動は、ほとんどTVや
ラジオで報道されることなく、広報活動が弱いと思い
ます。
これは、陰徳陽報（人知れず善行を積めば、必ず良
い報いを得る）の考えで、徳をけっして、あまり表に
出さないで、一生懸命いろんなことをやっている。け
れども自慢をしないという考えがあるのではないかと
思います。
今年度の私のテーマは、地域の人達とのコミュニ
ケーションつくりにつなげたい活動なので、私達の考
え方を知ってもらって共感しあうことです。
従って、陰徳を陽徳に変えて、見える化をすること
になります。
「朗らかに、私たちは、こういうことをやっています
よ！」と自慢ではなく、「こういう効果があります。」
とか「こういう効果がありました」とか、また、「皆
さんも協力してください」という言い方をすれば自慢

にならないのでは。
人は、自慢たらたらやられると、辟易して。もう、
ええから、やめてくれ！ということになります。
ところが、「こんないいことが、こういう効果とし
て表れています。」と、言えば、みんなが「おー、な
るほど」という風に聞いてもらえるわけです。
私達の活動を、いかに皆さんに理解してもらって、
協力を得ることができるかは、私達次第となります。
良い結果が得られるよう、このような考えで活動した
いと考えています。

さて私の紹介をさせて頂きます。
私は、九州佐賀県伊万里市生まれの 7人兄弟の末っ
子です。
私が中学に入ってすぐ、パートタイマーの母親に胃
がん見つかったときは、兄弟は既に社会人となり、家
を出ていましたので、父母そして私の親子 3人暮らし
でした。中学 3年間は、胃を全適した母の苦しい入院
治療生活を支えていました。ある日、入院中の母に魚
が食べたいと言われていたので、学校の帰り制服のま
ま、市場で魚を買って、病院の鋳物の有料ガスコンロ
で、見様見真似の煮魚を作ってあげたら、美味しいと
喜んで食べてくれました。しかし、もう弱った体は受
け付けなかったのか、戻してしまいました。
それから日を置かず、学校に母が亡くなったと電話
が入りすぐ駆けつけましたがすでに眠りについた母の
姿を見て、もう長くないなと子供ながらわかっていま
したが、涙が止まらなくなりました。
長い入院生活と高額な治療費で貯金を使い果たした
ことを知り、大学進学を親に言えなくて、工業高校に
通わさせてもらうのが精一杯でした。

「橋本幸治さんのご質問で、学生時代にはまっていた
こと？」とありました。私には学生時代はありません
ので、高校時代のことを話させてもらいます。
中学時代の仲間と 3 人で「三つの矢」という名の
フォークバンドを組んでいて、色々なフォークフーテ
ナニー（フォクシンガー主催の形式ばらないコンサー
ト）に出演していました。
他に、桂三枝さん司会のラジオ番組「ヤングタウ
ン」や、キダタローの朝日放送のラジオ番組「スタジ
オ貸します」や、読売TVの藤本儀一司会「11PM」



にTV出演しました。
その時、宝塚歌劇団を卒業した小柳ルミ子さんが

「瀬戸の花嫁」でデビュー出演されて、すぐそばで見
ていてそれはそれは透き通った肌の美しい歌手で、生
唾を飲みながら引き込まれていました。
そんな私にも、出演ギャラと、梅田から伊丹まで夜
間の送迎タクシーを手配してくれたことに感動してい
ました。
そんなこともあり、ミュージシャンを憧れ、目指し
ていました。
余談ですが、「大阪で生まれた女」で大ヒットした
BOROは、私と同じ中学のブラバンで活動した仲の良
い同級生でした。そのBOROも、同じ番組で島田伸介
さんと親交を深めたそうです。
私とBOROは、今でも、家族ぐるみの付き合いをし
ています。

＜ 2つ目の質問、今の仕事に出会った原因は？「ボー
ナスが箱詰めチョコレート」だったという話＞
ちょっと長くなりますが聞いて下さい。
高校生当時、阪神百貨店の、オーディオテクニクス
のブースでバンド出演したとき、たまたまお客として
来ていた、今の恵子奥さんと、知り合い、付き合い始
めてる内に、自分の中で「今の実力ではミュージシャ
ンとして食べていけない」「別の就職口を探さないで
いいのかと」と心の葛藤が始まっていました。そんな
時、梅田の東通り商店街の、大きな喫茶店、田園で、
定期的にライブ出演をして、そこに入り込んでいた放
送設備の会社の若社長と出会い、思い切ってアルバイ
トでもいいから雇って貰いたいと厚かましく掛け合い
ました。
その時の私の風貌はまるでヒッピーで長髪にベルボ
トムのジーンズ姿でした。世間ではそんな若者を不良
と呼んでいました。理解のある社長さんで良かったで
す。もちろん、髪の毛は短くして来いと言われました
けどね。
もともと結婚願望が強かったこともあり、アルバイ
トをきっかけに私たちは結婚前提に付き合うように
なっていました、が、大手の久保田鉄工に、努めてい
たお父さんには、音楽をする不良少年に見えたので
しょう「どこの馬の骨かわからん人間とは結婚させ
ん」言われました。

とはいえ、ご両親は心配して、知り合いの中山寺、
奥の院の、ご住職に、二人のことを、相談されたらし
く「二人は60年に一度あるかないかの、とても良い良
縁」だと褒められたらしく、昨日までとは正反対に、
早く結婚した方が良いと、私は、親の承諾が必要な19
歳で結婚をしました。
会長と若社長とアルバイトの私三人だけの日本電子
工業株式会社という名の、立派な名前の、小っちゃな
会社でしたが、仕事は、阪急電車の列車無線の保守メ
ンテナンスを請け負っておりやりがいがある会社でし
た。
仕事を覚えるため、無我夢中で、働いたおかげで、
正社員になることができて、仕事もどんどん増え、私
の、友人関係を、 6人も社員に、誘うことができて、
順調に成長していました。
若社長とは、いつも一緒に、仕事をしていました。
若社長は、そもそもボンボン育ちのところがあり、仕
事が終わると、北新地へ、よく飲みに行って、散財を
していたようです。
暮れになり、給料日に会長から、今年は申し訳ない
が、儲かっていないので、とボーナスはこれで、我慢
してくれとチョコレートの、箱入りを、手渡されました。
しかし……たしか先月、若社長が、会長に「おや
じ、車を買ってくれ！」と、新車の、日産ローレルを
せがんで、買ってもらっておりました。また、私は、
会社に入り 7年も経つと、売り上げを、自分で管理さ
せられていたから、会社は儲かっているはず。と、考
えたらなんだか馬鹿らしくなって、「どうせ苦労をす
るなら、自分の責任で、苦労する方が良い」と考えま
した。
その時私は27歳になっていました、コツコツ貯めた
150万円と自家用車を会社に持ち込み、無線技術系の
取締役部長として、42歳で総務系の大沢さんを社長と
して資金を出してもらい、枚方公園前に大日電子を設
立しました。
朝早く家を出て、帰宅は夜12時頃で、夫婦に一男一
女の 4人家族で、子供はいつも寝姿だけしか見れない
毎日でした。

＜私の奉仕活動＞
私の人生の奉仕活動としては、19歳で結婚して団地
に住んでいましたので、団地周辺の清掃活動位でした。



ロータリーは機会の扉を開く

長男が小学 2年生の時、少年野球に入りたいと、せ
がまれ申し込みに行くと、コーチの補助をしてくれな
いかと、監督にもせがまれ「人生、第二番目の、奉仕
活動をすることとなりました」。
毎週土曜日と日曜日は、長男と、ほぼ野球漬けの、
生活となりました。一方長女は、同じ学校の校庭に来
ては、すぐそばの鉄棒で遊んでいましたが、一緒に遊
んでやれなかったことが心残りで、可愛そうなことを
したと思っています。
息子も高学年でレギュラーになり、地域大会出場し
たときに、そこでライオンズクラブの帽子をかぶった
人達がお世話をしていたので主催者がライオンズクラ
ブということを知りました。
中学生の頃の私でも、公園のブランコや、ベンチな
どライオンズの寄贈マークがあったので、ライオンズ
の人達は、人様に無償で寄付するって裕福な人達で凄
いなと感じていました。
息子は中学校に進み、私だけ取り残されてしまった
のですが、息子がお世話になったファイターズに後 2
年間コーチとして残り、6年間の奉仕活動を終えました。
40歳で、人生初めて、自分の教育のために月謝を
払って、私の実力とは合わない、アロージャズオーケ
ストラのアルトサックスプレイヤ―である河田健さん
のレッスンを受けることとなりました。習って初めて
わかったことですが、我流では、よほどのやる気とセ
ンスが無いとできないことがわかりました。レッスン
を続けている内に、吹けなかったJAZZ演奏ができる
ようになると、人に教わることの大切さを知ることが
できて、心から習って良かったと思いました。
その頃は、大日電子の方も、日本の大手通信機メー
カとの取引が順調に進み成長していました。
しかし、中国の台頭により、日本の大手メーカが、
こぞってグローバル戦略を打ち出し、また、経済産業
省も中国進出を積極的に推進し始めました。
大手メーカは、一度納めると、10年以上は更新しな
い、市場規模の小さい、鉄道無線や電力保安無線は、
撤退分野に振り分けられ、大日電子は危機状態となり
ました。
そこで私は、東大阪の町工場のイメージが強い人工
衛星まいど 1 号の打ち上げ成功事例を、私の会社で
は、町工場のイメージを取り払い、多くの特許技術を
駆使して、先端技術を有している中小企業として、鉄

道事業者や電力事業者に、大手メーカを通さず、直接
取引を売り込みが功を奏して、現在に至っています。

＜私はなんでロータリークラブを選択したのか？＞
会社が順調になり、社会活動にも目を向けなければ
と思っていたころ、瀧川さんと家村さんが来社され、
ロータリークラブの入会案内をされました。
実は、前の社長はライオンズクラブで活動していま
した。
また、私の友人が伊丹で自動車屋をしており、親の
代からライオンズクラブに入っており、入会に誘われ
て、伊丹ライオンズにオブザーブ出席を経験してきま
した。
ロータリークラブとライオンズクラブは何が違うの
か考えてみました。
どちらも、クラブの資料を拝読しました。
皆さんには怒られそうですが、宗教に例えると、宗
派の違う日蓮宗と浄土真宗みたいな違いかな？
どちらも、それを、信じている人は、自分の方が、
素晴らしいと、思っている。だから、相手のことは、
あまり良く思えないようです。
私の主観ですが、ライオンズの活動は社会から見て
生活に身近な品物を寄付しており、寄付表示が大きく
わかり易い。
会員さんも、地元の有志であるが、こじんまりとし
た会社や、商店などが多く、何か長屋的な雰囲気があ
るかな？と感じました。
ロータリーは、世界観が大きく、品が有って落ち着
きがあるように思えたこと、そして、もう長屋住まい
は経験したし、ということで、私は、ロータリークラ
ブを選択することにしました。
「私の小中学時代の長屋住まいの生い立ちを知って
いるものは、私がロータリークラブで奉仕活動をして
いる姿は、全く、想像することが、できないだろう、
と思います。」
これからの、私の奉仕活動が、吹田西RC会員の皆
さんに共感して頂けるよう頑張って活動続けたいと思
います。
これで、私の卓話は終了します。
本日は、拙い私の話に皆様の貴重な割いて頂き誠に
ありがとうございました。
長時間のご清聴ありがとうございました。


