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四つのテスト

2020～2021年度

言行はこれに照らしてから

国際ロータリー・テーマ

ロータリーは機会の扉を開く

コロナ期間

臨時会報

令和

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
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和宏

自身は､ロータリーに入会させて頂いたときに､卓話と言う言葉を初めて聞きました｡
実際に行われている内容は、誰かが演壇にてお話をされたり、代理人として外部の
方がお話をされたり、楽器演奏などをされたりと様々でした。
そこで、再確認の意味で調べてみました。
先ず、辞書などではテーブルスピーチと同じ意味とありました。続いてテーブルス
ピーチを調べると、会食時などに自分の席にて行う簡単なスピーチとありました。
ちょっと物足りないので､ウキぺディアにて確認すると､次の様な説明がありました｡
卓話（たくわ）とは、親睦会などといった催しの開催時間中にある参加者が他の参
加者全員を前にして、自身の意見を発表する事を意味します。
発表する方は、業界の事情に関して深く知覚している者が担当している事が多く、
聞き手にとっては日頃接する事があまり無い業種に属している人々の話しをうかが
うことができるが故に、聞くくことで自身の世界に対する視野が広がり、人生にお
いての大きな糧となる事が期待できる。とありました。
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また、卓話とは主にロータリーで用いられている言葉であり、各地のロータリーク
ラブが運営する各サイト内でも、卓話とはロータリーの用語であるかの如く解説さ
れており、実際にこの言葉を目にする機会の大部分がロータリークラブ関連ではあ
るものの、ライオンズクラブなど他のクラブや企業が行っている催し、各学校の同
窓会などの参加者による式辞を意味する言葉として使われていることがある。とあ
りました。
会社でも朝礼時に皆さんの前で、各自が持ち回りで、５分から１０分間程度の話し
をします。
これを朝礼話しなどと呼んでおりますが、発表者にとっては人前で話しをする貴重
な経験となり、聞く側にとっても発表者の人となりが少しでも分かるきっかけにな
ります。
これから朝礼話しと呼ばずに卓話と呼べるように社内で広めてみようかと思ってい
ます。
以上

[幹事報告]
幹事
2020～2021年度 9月度理事会 議事録
理事会報告 2020年9月16日 11：00～ 大川創業会議室
出席者 庵谷､住川､白川､北田､大東､荒矢､岡橋､荒金､大和田

大和田

雅江

欠席3名

1、会長挨拶
今年度ﾛｰﾀﾘｰ賞ｸﾗﾌﾞｾﾝﾄﾗﾙ25か条から20か条達成を目指すことを決定した。
会員の皆様には9月10日臨時会報の会長の時間で25か条を報告しています。
（11、12、15、16、18を除く）20か条を今年度の目標とします。
2、委員会報告
①荒矢職業奉仕委員長
・9月5日地区オンライン会議からの報告
・9月15日職業奉仕委員会報告
②岡橋社会奉仕委員長
・赤い羽根共同募金について 30個購入 承認
・秋の全国交通安全運動キャンペーンの中止
③吉村国際奉仕委員長
・10月18日㈰13：00～宝塚大劇場にて米山奨学生レクリエーション糸川カウン
セラーと奨学生が参加する。
④荒金青少年奉仕委員長
・大東市子ども会フェスティバル協賛について
8万円協賛金として寄付する事を承認しました。
⑤清水親睦活動委員長
・大川会員入院に伴いお見舞金2万円を承認
⑥北田会計
・8月度会計報告の承認
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・会計納入状況の報告
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⑦2019～2020年度皆勤賞10名
(川西･西垣･北田･大和田･住川･白川･大東･岡橋･荒矢)大東会員から
賞品についての説明と報告がありました。
⑧当クラブの25周年行事について
引き続き、住川会長年度に選出されているメンバーで協議して頂き、
次回の理事会で提案を受け、更に委員会で検討する。
3、10月からの例会開催について
会員の皆様には9月10日発行の臨時会報にて､大阪モデル指標（通天閣）が青色に
戻ることを基準とするとお伝えしましたが､9月30日(水)11時からの緊急臨時理事
会で、以下のように一部見直しをさせて頂く事と致します。
大阪府新型コロナ警戒信号が｢黄色ステージⅠ｣、｢青色｣の場合｢例会開催します｣
※例会が中止の場合は､月曜日10時頃までにFAXかメールにて事務局より会員の皆
様に通知する。
例会に参加される際の注意事項
①マスクの着用
②会場の入り口の受付にて赤外線体温計にて検温を行う
③会場に入場時には、備え付けの消毒液にて手指消毒を行う
④食事の有無について、月曜日お昼までに事務局へ連絡する
例会会場の設営について
①窓を開放する
②友愛の握手・国歌・ロータリーソング斉唱は割愛
③ソーシャルディスタンスを保つ席の設置
④各種「授与」（誕生日会など）は対面でなく、氏名のみ披露。
プレゼントはそれぞれに渡す。
「ほぼ安全」が担保されるまでの期間、皆さまのご協力とご理解をお願い申し上げ
ます。
〔委員会報告〕
職業奉仕委員長
荒矢
2020年 9月 5日(土) 13：00～ 大阪YMCA 会館 2F ホール
2020～2021年度クラブ職業奉仕委員長会議にオンライン出席しました。
1、会議の内容
1.本日の目的とテーマについて
2.2020-21年度活動方針
3.2020-21年度活動計画
4.職業奉仕委員会ＨＰの説明
5.職業奉仕実践の手引について
6.「職業奉仕とは何か」について、“自分作りである”
7.卓話モデルの実演と説明
8.事例集の発表
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恵子
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2、クラブ職業奉仕委員会開催
・日時 9月15日(火) 18：00～
・場所 京阪百貨店 1Ｆ 喫茶店
・委員全員出席
①職業奉仕委員会今年度予算を決めるにあたって委員会を開き、今年度の活動を
基に予算を決める必要がある。
②委員会活動は、大東市を中心に行ってほしい。
等意見が出ました。
これは全体の委員会に言える事ですので、今後の活動に生かしていきたい。

●））卓話（（●

「

私の近況
西村

和之

」
会員

思いもかけないコロナウイルスで皆さんはどう過ごされていますか？
誰も体験をした事のない生活をしておられると思います。
経済情勢もかつて経験した事のない水準まで悪化し、リーマンショックの比ではあ
りません。
私どもは父の代より製造業を営んでおります。リーマンショック時もかなり苦しい
状況ではありましたが、今回のコロナショックは更に厳しい状況です。得意先の大
手〔ＤＭＧモリ・ヤンマー・光洋〕全てが今期赤字決算の中、下請の我々が良いは
ずがありません。
多額の設備投資の借金も有り、コロナ渦で大幅な業績回復は難しい状況です。今後
はより一層経費の見直しを行い、変動費の出費を最小限に抑止し、頑張っていこう
と思っています。
私には2人の息子がいます。
昭和47年生まれの長男は東京で働いています。
総務省〔旧郵政省〕です。
孫は2人、男の子と女の子。
孫の男の子が今年3月に最高のプレゼントをくれました｡東京大学を現役で合格とい
う素晴らしいプレゼントです。
宙に舞う様な嬉しさでした。コロナの為、まだ東京に行けませんが、早く会いたい
ものです。
ちなみに東大の理科1類工学部です。
昭和49年生まれの次男は西村鉄工の後を継いでくれています。昨年に交代いたしま
した。コロナで苦しい時に頑張ってくれています。
孫は女の子3人です。
3人共、四條畷学園の小学校に通っています。
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最近の病歴
・2016年9月15日
胆嚢炎で入院
胆嚢、胆石の摘出
・2018年10月22日
手術後違和感があり、ＭＩクリニックでペット検査受診。
結果、胆嚢摘出の傷口が化膿し、胆石の取り残しと肝臓に小さな癌を発見。
・2019年1月23日
胆石摘出と肝臓癌の手術で2週間入院。※肝臓癌は4㎝位で肝臓の1/10を切除。
・2020年3月13日
リンパ節に癌が転移と告げられる。
・2020年3月28日
開腹手術を受ける為、レンビマ（癌を壊死させる薬）という抗癌剤を服用。
（国立癌センター、国立重粒子センターへ行って相談しましたが、消化器系には放
射線治療は無理と告げられる。）
・2020年8月12日
リンパ節摘出の開腹手術を受ける。
5時間30分位の時間がかかりました。結果6㎝位の癌を摘出し、10日間入院し現在に
至ります。
肝臓癌は転移しやすいと先生から聞きました。後は定期的に病院に通い、検査を受け
る様にするつもりです。
転移しない事を願っております。

「

近況報告
脇本

紀人

」
会員

阪奈カントリークラブ／ホテル阪奈の脇本でございます。平素は業務多忙のため、
中々例会に顔が出せず､申し訳なく思っております｡また､このコロナ渦の中､皆様方
におかれましては大変な思いをされておられることと存じます｡1日も早くこの状況
が好転することを願うばかりです。
私の近況としましては､このコロナの影響でホテルは今年4月から宿泊部門が休止状
態のまま現在に至っております。サービス業の中でも飲食業同様、宿泊業は大打撃
をうけており、大阪では市内のホテルがGOTOトラベルキャンペーンでようやく動き
出したものの、市外は未だ苦戦を強いられている状況で、ホテル阪奈も恐らく年内
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の宿泊再開は困難かと思われます。宴会部門はようやく営業を再開しましたが、本
格的にお客様が戻ってこられるには、もう少し時間がかかりそうです。ロータリー
クラブ例会につきましては再開の目処がたち次第、すぐにでもご用意できますので、
どうぞご安心下さい。
そんな中、ゴルフ場は屋外で楽しめるスポーツということもあり、徐々にお客様も
戻ってこられ、おかげ様で本来の状態までもう一歩というところまで回復しました。
お越し頂くお客様一人一人に安心してお寛ぎ頂けるよう、日々細心の注意を払い業
務にあたって思うことは､このコロナの影響で仕事､あるいは会社そのものの在り方
や考え方が一変したということです。今まで当たり前だと思っていたことが覆され､
考えたこともなかった事案に悩まされる毎日を過ごしており、今まさに我々サービ
ス業は決して小さくない転換期を迎えたのだと実感しております。我々がこれから
も存続していくために､この機会をプラスと捉え､いかにお客様の役に立ち、社会に
貢献することが出来るか、今一度原点から見つめ直すことから始めたいと思います。
皆様も機会がございましたら、ぜひ阪奈カントリークラブにお立ち寄りください。
ゴルフをされない方でも昼食のみのご利用も可能ですので､2階のゴルフ場が見える
景色のいいレストランで気晴らしをされてはいかがでしょうか。皆さまのご来場心
よりお待ち申し上げております。

米山奨学金授与

9月の奨学金授与は9月2日に糸川カウンセラーよりされました。

お知らせ
・10/5㈪ 臨時会長幹事会 庵谷・大和田
17：00～18：30 zoomによる遠隔会合

・10/17㈯ ｸﾗﾌﾞ社会奉仕委員長会議 岡橋
14：30～16：30 大阪YMCA国際文化センター

・10/7㈬ 卓話：「月間に因んで」 担当：米山奨学

・10/18㈰ 米山奨学生ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ 朱さん･糸川
13：00～18：35 宝塚ホテル及び宝塚大劇場

・10/10㈯ 公共ｲﾒｰｼﾞ向上並びにｸﾗﾌﾞﾋﾞｼﾞｮﾝ策定ｾﾐﾅｰ 庵谷

14：00～16：30

大阪YMCA会館2階ﾎｰﾙ ｵﾝﾗｲﾝ配信

・10/11㈰ RAC地区献血

開会10：00

・10/21㈬

簡 ガ バ ナ ー 公 式 訪 問

閉会16：00

①ｲｵﾝ大日前②京橋駅前③樟葉駅前④梅田HEP前⑤難波ﾊﾞｽ停横

※日本のロータリー100周年記念切手が9/18から郵便局

・10/14㈬

や通販にて販売しています。

藤 田 ガ バ ナ ー 補 佐 訪 問

・10/17㈯ ｸﾗﾌﾞ国際奉仕委員長会議 吉村
10：00～12：00 大阪YMCA会館2階大ホール

特印もございます。
詳細は事務局迄お問合せ下さい。

※下線部分はクラブ例会が開催時の予定です｡開催出来ない場合は都度ＦＡＸ等で連絡致します｡

理事会開催のご案内
日 時：
出席者：

場

2020年 10月 7日(水) 11：30～
庵谷和宏・森原正樹・白川初美・大和田雅江・北田宗男・
大東雅代・住川奈美・荒矢恵子・岡橋由佳・吉村悦子・
荒金正之・清水順市 各会員
所：【例会開催時】 ホテル阪奈 例会場
【例会休会時】 大川創業 4Ｆ 会議室
場所が異なりますのでご注意ください！！

※掲載の写真は以前に撮影したものも含まれております。
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