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◆今週の例会プログラム◆ 

2019 年 1 月 31 日（木）第 2406 回例会 

箕面市青少年を守る会連絡協議会会長代理 西野俊治様 

箕面市教育委員会事務局子ども未来創造局青少年育成室 

                 室長 今峰秀樹様 

◇次週◇ 

2019 年 2 月 7 日（木）休会日 

◆次々週の例会プログラム◆ 

2019 年 2 月 14 日（木）第 2407 回例会 

     50 周年記念事業実行委員会 

◇ロータリーソング◇ 
 
奉仕の理想 

◆出席報告 2019 年 1 月 24 日（第 2405）回例会）◆ 
会員数：30 名 出席者：20 名 出席率 76.92％ 
前々前回  2018 年 12 月 27 日 75.00％ 

◆会長挨拶◆           会長 片山秀樹 

  皆様こんばんは。 

1月 20日の大寒は過ぎましたが今年は暖かく、箕面でも

零下にはなっていないと思っていたところが急に冬らし

い天気になりました。また、インフルエンザが大流行し

ていますので体には気を付けるようにしたいものです。 

さて、本日はメイクアップについてお話ししたいと思い

ます。 

ご承知の通り私は入会以来、メイクアップにより他クラ

ブを訪問することを実践してきました。バッチを付けて

いることで他クラブの例会にいつでも出席が出来、地元

の名士の方々とお話しする機会が持てるのもロータリア

ンの特権と考えています。今までに訪問したクラブは 50

クラブ以上になりますが心に残った事例をあげさせてい

ただきます。 

毎年、スキーで青森のホテルに宿泊し、支配人とも懇意

にさせていただいてますがホテルの経営が代わり以前の

社長が退任されたと聞いていました。札幌東 RCを訪問し

た当日のプログラムはイニシエーションスピーチの日に

あたり、自己紹介を聞いているとまさしく先の社長であ

ることがわかり懐かしい青森の話をすることが出来まし

た。 

呉の大和ミュージアムを見学した後に時間に余裕があっ

たため、呉 RCを訪問しました。そこでミュージアムのシ

ンボルである 1/10 スケールの戦艦大和を制作されたロ

ータリアンにお会いすることが出来、詳しい話を伺うこ

とが出来ました。 

始めは他クラブを訪問することは難しいと感じられるか

もしれませんがロータリアンの権利です。特に若いロー

タリアンには他クラブを訪問する機会を持ってもらいた

いと考えますがいかがでしょうか。 

 

◆幹事報告◆          幹事 林 たかみ 

・豊中南ＲＣ創立50周年記念事業について 

・2月例会プログラムについて 

             

◆ＳＡＡ報告◆        ＳＡＡ 芝野弘三郎 

ニコニコ箱 

庄司修三郎会員：修二君、卓話聞きに来ました。修三君 

        と谷田様と一緒に来ています。 

庄司修二会員：卓話です。よろしくお願いします。 

上島一彦会員：庄司修二社長のサクセスストーリーを伺 

       うことを楽しみにしています。 

浦  収会員：庄司さん宜しくお願いいたします。 

前田建司会員：庄司会員、卓話宜しくお願い致します。 

水島教絵会員：庄司さん宜しくお願いします。 

黄堂泰昌会員：寒中お見舞いします。 

芝野弘三郎会員：庄司修二会員、卓話よろしくお願いし 

        ます。 

梶山博照会員、河野優作会員、木村知也会員 

米山奨学会 

山下恵司会員：庄司さん卓話宜しくね。 

上島一彦会員、浦収会員、前田建司会員、水島教絵会員、

黄堂泰昌会員、林たかみ会員、河野優作会員、木村知也

会員、芝野弘三郎会員 

ロータリー財団 

西宮富夫会員：庄司会員、卓話よろしく 

川端崇且会員：インフルエンザに注意をしてロータリー 

       例会に出席しましょう。 

上島一彦会員、浦収会員、前田建司会員、水島教絵会員、

黄堂泰昌会員、木村知也会員、芝野弘三郎会員 
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事務局執務時間：月・水・金 10：00～15：00、  木 14：00～21：00、  火・土・日・祝 ○休  

◆卓話◆                庄司修二 

 皆様こんばんは。本日個人卓話を担当させていただき

ます庄司修二です。30分と短い時間ですが、不愉快な思

い、暴言がありましても、ロータリー精神でお許しいた

だきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

 箕面ロータリークラブには平成 14 年に入会させてい

ただきましたので、今年で 17 年目を迎えますが、記憶

が正しければ個人卓話というのは 2015年～16年に会長

をさせていただく前にエレクトとして卓話をさせていた

だいて以来となるかと思います。 

 皆様に自己紹介をし、33歳で入会した私はずいぶん長

く箕面ローたりクラブの最年少会員を務めさせていただ

きましたが、17 年経過した現在は 50 歳を目前に、会員

30 名のうち 10 名が私より年齢の若い会員になり、会員

歴は 10番目の古株になりました。 

 この間、ほぼ 100％の例会出席、地区の青少年委員会

副委員長も務めさせていただき、ホームクラブ以外にも

たくさんの知人友人と出会う機会をいただきました。 

 そんな中で気が付いたのは、まずは続ける事、これは

とても大切な事であると学びました。 

 私より年齢の若い会員がたくさん増え皆様と週一ペー

スで顔を合わせるロータリークラブですが、私も 17 年

の会員歴の中でこの会員さんはどんな仕事をされて此処

に来られてるのかなぁ？と不思議に思う方がたくさんい

ました。 

 そんな中、庄司さんは親子 2 人で時間があって、毎週

木曜の 18 時頃にはロータリー例会に来ててどんな仕事

してるんやろう？と若い会員さんの方に向けて、今日は

仕事の話をさせていただこうと思います。 

 と、前置きは長いですが、恒例の簡単な自己紹介から。 

 家族は、妻と 24 歳になる長男と、22 歳の次男、9 才

になる双子のダックスフンドの 4人と 2匹で暮らしてい

ます。 

 今年のお正月は次男が 4 月から大阪を離れ社会人にな

るため、家族 4人で 1月 3日～シンガポール旅行に行っ

て来ました。両親も誘いましたが、丁重にお断りされま

した。 

 シンガポールではカジノの視察をしてきました。 

 日本人のディーラーが 40 名程いるそうで、日本での

カジノ進出を見込んで採用されたんだろうと話してくれ

ました。そこでは、不正が行われないように、多数のカ

メラで撮影されていて、リプレイ検証が可能になってい

ました。 

 

 さて、私の仕事の話をします。 

 大阪国際会議場で、照明工事、地下の駐車場ゲート工

事、放送設備のデジタル化工事を受注しました。放送設

備の工事は大変心配でしたが無事終了しました。 

 桜の通り抜けで有名な大阪造幣局の空調工事では 200

トンの機会を吊れるクレーンを使用し、100 メートル先

の空調機器の入れ替えをしました。 

他には、四条畷の体育館の空調機の取り換え、ＵＲ都市

再生機構、昔の年整備公団の住宅の入り口の駐車場ゲー

トの取り換え、ＬＥＤ照明の取り換え工事、スタップ細

部で有名になった理化学研究所の空調機の入れ替えなど

行いました。 

 他にも、一般家庭のリフォーム、キッチンやお風呂の

取替などを請け負っています。 

 現在はこのような仕事をして会社を運営していますが、

昭和 40 年 4 月に日立の家電販売店からスタートし、工

事会社げと成長させてもらいました。 

 

 最近は、時々メディアにも取り上げていただいていま

す。 

  

 本日の卓話は、お金を掛けない困った相談は、先週卓

話をされた尾崎会員に、少しお金が掛かっても良い相談

は私にしていただければと、そして箕面電設は今のとこ

ろ少し利益の出てる、納税もしている会社であるという

ことを頭の片隅に置いておいてください。 

 

 修三郎会員にも少し触れておきます。毎朝、さくら通

りの交差点で北小学校の児童の見守りをしています。見

守りののぼりだけでは満足できず、自ら行っています。 

 発端は、私の長男が小学校に入学した年の平成 13 年

の大阪教育大学付属池田小学校の事件でした。17年ほど

続いていますが、父にとっては最後の孫があと 3 年で小

学校を卒業しますので、80歳までは頑張ってくれると思

います。 

 せっかくの卓話の機会ですので、皆様にお願いをさせ

ていただきます。 

 2011～12 年度に幹事をさせていただいた当時の会長、

黄堂泰昌会員が、4月に大きな事業を迎えます。 

 4 月 20 日の箕面ロータリークラブ創立 50 周年記念事

業の実行委員長であります。委員長自らお願いされてい

るように、まずは会員の皆様の出席です。これは当然で

す。 

 そして、ご令室の出席です。本日お帰りになりました

ら、必ず奥様にお願いしてください。 

当日は、学校行事があろうが、ママ友ランチがあろうが、

ロータリーのレディースナイトを優先してほしいとお願

いしていただきますよう、お願いします。 

 記念品や食事がいくら豪華でも、式典が盛り上がらな

ければ印象には残りませんので、大勢の出席と和装など

の華やかな印象で式典を盛り上げていただきますようお

願いします。 


