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2020-2021年度RIテーマ

＜四つのテスト＞１．真実かどうか ２．みんなに公平か ３．好意と友情を深めるか ４．みんなのためになるかどうか

令和3年6月4日(金)中島会長、髙橋 幹事に大阪
市児童院野坂施設長を訪問していただき三世代
合同社会福祉事業の一環である書籍の贈呈をし
ていだだきました。
コロナ禍の中、琵琶湖クルーズが中止となり
子供たちが屋外で新しいことに触れる機会が少
なくなる中、室内での書籍贈呈にとてもよろこ
んでいただきました。
後日、感謝のお手紙をいただきましたので又、
みなさまに見ていただければと思います。
同日、社会奉仕事業のバーベキューの中止に
代わる食材代も中島会長より贈呈していただき
ました。
こちらも感謝のお手紙をいただきましたの
で、みなさまにみていただければと思います。
社会奉仕委員会
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令和3年6月9日(水)9：30～16：00の時間帯に
日本分析化学専門学校４階において、日本分析
化学専門学校及び大阪赤十字献血センターの協
力のもと、同校の生徒さん、職員の方々多数の方
に協力頂き、献血受付108名、内採血83名の方の献
血を行いました。
本年度はコロナ禍の中、生徒さんを時間単位
で分散していただき、又、ベッド数を減らし、間
隔を空けての実施となりましたが、昨年と同等
以上の献血をしていただき設営頂きました大阪
赤十字血液センターの職員の方、会場提供と多
くの生徒さんに協力を呼び掛けて頂きました重
里会員ありがとうございました。
社会奉仕委員会

１）例 会 （2537回）
２）国旗およびロータリー旗に礼
３）卓 話
「会長・副会長・幹事・
理事・役員挨拶」
中島 清治会長 ほか
４）６月度定例理事会（新旧合同）

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆

『一年間本当にありがとうございました』
会長 中島 清治
急転直下の会長という重責ではありました
が、何とか最終例会にまでたどり着くことがで
きました。
ここまでこれましたのも、ひとえに会員の皆
様の叱咤激励、ご協力のおかげであります。本当
にありがとうございます。
コロナ禍の中で迎えた本年度でありました。
ロータリーという組織には、顔と顔を合わす
場がないと話にならないと考え、何とか例会だ
けは開催する方向で進んで参りました。
事業については、相手のあることでもあり、各
理事委員長の皆様にはご苦労をしていただきま
した。職業奉仕では、職業奉仕賞授与式の授与者
がコロナの影響で出席いただけないというアク
シデントもありました。箕村委員長には、ギリギ
リまで調整をいただきました。青少年奉仕では、
青年功績賞授与式でも当日授与者自身にコロナ

赤海老とピスターチョのクスクス、
赤ベルペッパーのソース
牛フィレ肉のポワレをローズマリーポテトに
載せて 塩・コショウ
ブルーベリーパルフェ、ミントゼリーと
マスカルポーネクリーム
コーヒー又は、紅茶
バゲット、胡桃入りソフトロールとバター

ＮＯ．２５３７

ロータリー親睦活動月間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆

次週（７月１日）のお知らせ
１）例 会 （2538回）
２）国旗およびロータリー旗に礼
３）ソング
君が代・奉仕の理想
４）卓 話 「会長・副会長・幹事・
理事・役員就任挨拶」
寺杣 晃一会長 ほか
の疑いが出て、ロータリークラブの出席を見送
るなど、これまた仲西委員長にギリギリまで調
整をいただきました。
RACについては、
地区の年次
大会のホスト役を無事務めるなど大きな成果を
得ることができました。社会奉仕は、三世代合同
奉仕事業が昨年度に続いて中止となり、合同例
会も取り止めざるを得ませんでした。また、児童
院の子どもたちとのバーベキューも中止とせざ
るを得ませんでした。ただ、何とか日本分析化学
専門学校並びに日本赤十字のご協力により、多
くの学生たちに献血にご協力いただくことがで
きました。坂東委員長には多くの場面で駆け
回ってもらいました。国際奉仕は、台湾での世界
大会がWEB開催となり、台北陽明ＲＣの式典は中
止となるなど、例年のように積極的な参加がで
きない一年となりました。石田委員長には、各方
面への連絡役としてご苦労いただきました。こ
うしてみると、何とか対外事業は概ね実施する
ことができました。
これに対して、やはり対内的なクラブ奉仕、親
睦活動がほとんどできなかったのが残念でなり
ません。家族会（秋、クリスマス、春）について
は、簡単な催しでもできないものかと中村修委
員長には色々考えていただきましたが、リスク
の方がどうしても大きいということから見送ら
ざるを得ませんでした。テーブル情報集会も同
様です。昨年度入会いただいた持田会員、西田会

☆☆ 出 席 報 告 ☆☆（
国内ビジター
国内ゲスト
外国ビジター
外国ゲスト

０名
３名
０名
０名

会員総数
会員出席
会員欠席

44名
31名(39名)
18名
8名

）内は会員総数を基準とした値

4月8日の出席率
79.49％
14週間前（3月18日）の
出席率 87.50％
1名（欠席者5名)

員、坂口会員に対する新入会員歓迎会は、結局次
年度に持ち越しとなりました。全くもって、申し
訳ありません。
下半期は、まさにコロナにやられてしまいま
した。
昨年１２月の第２週以降２月まで休会、さら
に３月に再開できたと思いきや４月第３週から
再び休会。しかも、会長である私自身も情けない
ことにコロナにやられる始末でした。皆様には、
ご心配とご迷惑をお掛けしてしまいました。改
めてお詫び申し上げます。
本年度、当クラブのテーマを「天満橋を楽しも
う」とさせていただきましたが、顔と顔を合わす
ことのできる場面も限られ、このテーマに沿っ
た活動には程遠いものであったと思います。ま
た、会員増強についても、実績を積むことができ
ないまま、本年度を終えることとなりました。何
かもう少しできたのではないか、私自身の力不
足であったと思わざるを得ません。
改めてではありますが、一年間、鍬田副会長、
髙橋幹事、御木会計、箕村職業奉仕委員長、坂東
社会委員長、仲西青少年奉仕委員長、石田国際奉
仕委員長、中村健輔SAA、中村修親睦活動委員長、
故木川ソングプログラム広報委員長、並びに会
員の皆さまには、お力添えをいただき大変お世
話になりました。
本当にありがとうございました。
例えば、例会についてはWEBを効果的に使うと
か、休会中における新たな奉仕活動へのチャレ
ンジとか、もちろん会員増強とか、色々な課題に
ついて次年度に持ち越しとなりました。皆様に
おかれましては、寺杣年度においても、力強くご
協力を賜りますようお願い申し上げます。

じめ全ての会員様の協力の元、今年度を終える
事が出来ました。皆さま本当に有難う御座いま
した。

「コロナ禍の中一年間ご協力
ありがとうございました」

＊＊ 11 週 間 前 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

幹事 髙橋 俊起
さあやろう、やるぞと意気込んで取組んだ年
初ではありましたが、コロナ禍においてこの２
０２０－２１年度は歴史的な年度となりまし
た。又例会においても休会が２９回となり年度
の大半を占め、事業に関しても延期や中断等、不
完全燃焼となってしまった一年間となりまし
た。その中においても中島会長・鍬田副会長をは

☆☆

４月度の結婚記念日

大矢 平治
井戸 幹雄

中村 健輔
末澤 正大

☆☆

勝見 茂

☆☆ ５月度のお誕生日 ☆☆
31日 小寺 寿矢

☆☆

５月度の在籍表彰

11ヵ年 中村 修
9ヵ年 箕村 保

☆☆

10ヵ年 中島 清治
9ヵ年 仲西 良浩

☆☆ ５月度の結婚記念日 ☆☆
坂東 信幸
坂本 一民

山本 喬一
衣斐 孝雄

寺杣 晃一

☆☆ ６月度のお誕生日 ☆☆
2日 溝手 悟

☆☆ ６月度の在籍表彰 ☆☆
44ヵ年 坂本 一民
41ヵ年 衣斐 孝雄

☆☆

43ヵ年 髙松 貞彦
33ヵ年 重里 國麿

６月度の結婚記念日
西浦 司

☆☆

坂口 雅俊

☆☆ マルチプル・ポール・ハリス・
フェロー ☆☆
勝見 茂
仲西 良浩

箕村

保

中島 清治

☆☆ 米山功労者マルチプル ☆☆
中村 健輔

寺杣 晃一

☆☆ 第１回米山功労者 ☆☆
西原 潔
（以上敬称略）

本日は、大阪天満宮さんの素晴らしい会館を
お借りして例会をさせていただいております。
年に数回はこの天満宮さんで例会をしたいと思
い、この春のタイミングになりました。多くの皆
さまにご参加いただき、ありがとうございます。
さて、今週火曜日に第３回の会長杯ゴルフコ
ンペをさせていただきました。西田会員が優勝

を飾られ、１回目と合わせて２度目となりまし
た。本年は、後１回６月頃に予定していますの
で、是非多くの皆さまにご参加いただければと
思います。
今週５日から蔓延防止措置が採られました
が、大阪は昨日も800人を超える新規感染者が出
ております。感染者数でいうと大阪は55,000人と
いう数字が出ているのですが、むしろ病床使用
率、特に重症病床使用率がひっ迫している状況
にあります。そのため、このように多くの皆さま
にお越し頂いている状況ではありますが、次週
並びに次々週の例会につきましては臨時休会と
させていただきたいと思います。例会の再開はGW
明けの５月６日にさせていただきます。少し数
字を調べましたが、全国では感染された方がお
亡くなりになられるのは1.8％という数字なので
すが、大阪は少しそれを上回っています。そのよ
うなこともあって、やむなく休会という判断を
させていただきました。
皆様と顔を合わせて例会をするという本来の
形を何とか維持したかったのですが、本当に残
念です。
皆様におかれましては、くれぐれも健康には
ご留意いただきますよう改めてお願い申し上げ
ます。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①「春のRYLAセミナー」
のご案内が届いておりま
す。今回は１日のみの開催、且つオンライン形
式に変更しての実施となります。ご入用の際
は事務局までお申しつけください。
②新年度ロスターの原稿、ご確認済みの方は事
務局までご提出お願いいたします。
なお、ご訂正のない場合もOKとご記入のうえ必
ずご提出お願いいたします。
③次年度委員長におかれましては事業計画案
（計画書原稿）を事務局までご提出お願いいた
します。
④次週例会後、第4回被選理事会を開催いたしま
す。関係各位宜しくお願い申し上げます。

☆☆

５月度理事会決定事項

☆☆

・例会開催日が少ないため、今年度の年間皆出席
表彰は行わない

☆☆ にこ にこ 箱 ☆☆

敬称を略す

ようこそ！平素のご無沙汰をお詫びして
寺井 種伯
本日の卓話よろしくお願いします。だい分ボケ
が来ています。お許しの程を
井戸 幹雄
27ヶ年在籍自祝
在本 茂
長期欠席おわび。在籍27年自祝
福原 哲晃

在籍27ヶ年自祝！
中川 政照
26ヶ年在籍表彰自祝
大矢 平治
25ヶ年在籍表彰自祝
髙田 肇
在籍7ヶ年自祝。がんばります！！ 平尾 彰彦
井戸会員の卓話楽しみです。
鍬田 充生
井戸様本日の卓話宜しくお願い申し上げます。
石田 道夫
井戸先輩 本日の卓話楽しみです。 川原 和彦
平尾さん先日はありがとう！！本日井戸さん卓
話に登場との事ガンバッテ下さい 川原 和彦
井戸さんの卓話たのしみにしています。
西井 幾雄
令和3年4月8日

合計金

103,000円

累計金 1,776,000円

☆☆ 11 週間前（4 月 8 日）の卓話 ☆☆
「大阪駅（梅田）の歴史」
井戸 幹雄会員
平尾 彰彦会員
本日は大阪駅の歴史と題して、知っている様
で知らない大阪駅の歴史を中心に話をさせて頂
きます。
明治5年、東京新橋と横浜間で鉄道が開通しま
した。
後れること2年、
明治7年5月 大阪→神戸間
で開通しました。
当初、大阪駅の計画された場所は堂島 今のほ
たる町、検察庁、ＮＴＴビルのあるあたりです。
当時の大阪の街の中心は船場、島内、堂島の南
にあり、それらに近い所堂島に駅（ステンショ）
を計画でしたが「町の真ん中に火の車が走ると
いつ火事になるか分からん」と反対運動が起き、
田畑や墓地のあった梅田の地に決まりました。
当時の地名は、西成郡曾根崎村梅田（埋田）で
す。
大阪駅が梅田に位置した事で結果として、二
つの大きな利益がありました。
一つ目は付近が田畑であった事により、梅田
付近が発展し「大 大阪」の第一歩となりました。
二つ目に堂島の計画では、終着駅型（今の阪急
大阪梅田駅の様な型）であったのが、通過型で
後、明治10年大阪→京都間が開通した。
「汽笛一声新橋を・・・・」皆さんご有知の鉄
道唱歌です。明治33年（1900年）第一集東海道の
一番です。大阪は第56番に「送り迎ふる程もなく
茨木吹田うちすぎて はや大阪に着きにけり
梅田は我を迎えたり」と歌われています。
平尾 彰彦さんに鉄道唱歌大阪の近くと大阪
市唱歌を歌って頂きます。

