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◆今週の例会プログラム◆ 

2019 年 11 月 28 日（木）第 2439 回例会 

 ゲストスピーカー 箕面市長 倉田哲郎様 

◆次週の例会プログラム◆ 

2019 年 12 月 5 日（木）第 2440 回例会 

決算中間報告・年次総会 

◇ロータリーソング◇ 
それでこそロータリー 
 

◆出席報告 2019 年 11 月 14 日第 2438 例会◆ 
会員数：27 名 出席者：19 名 出席率 79.67％ 
前々前回  2019 年 10 月 24 日 79.17％（参考値） 

◆会長挨拶◆         会長 林 たかみ 

 秋はスポーツの秋、芸術の秋と申しますが、この

季節、ロータリーの会長もいろいろと行事に参加す

ることがたくさんあり、歴代会長さんがこんなにも

多方面の行事に参加されていたのだと初めて認識

いたしました。3 日の日には箕面市民展で写真や絵

画、工芸作品で受賞された方の表彰式があり、ロー

タリー賞をお渡ししてきました。6 日の日は先週お

話ししたように箕面市民ゴルフ大会、そして 10 日

の日曜日には箕面市戦没者追悼式に出席して献花

をしてまいりました。8 月に行われる全国戦没者追

悼式はテレビでも放映されるので知っていました

が、箕面市でもそのような追悼式が行われていると

は今まで知りませんでしたし、出席してみてその追

悼式の厳粛さに驚きました。モーニングを着用され

た市長が手に白い手袋をはめ、戦没者の名前が書か

れた名簿を頭の上に掲げてスポットライトの中を

しずしずとメープルホールに入ってこられた時は

ちょっとびっくりいたしました。 

 同じ日に天皇皇后両陛下の即位礼御列の儀のパ

レードがありましたが、日本という国は改めて、こ

のようなセレモニーを本当に見事に整然ときちん

とできる国なのだということに感心、感動いたしま

した。 

 

 そして、9 日の土曜日は絶好のゴルフ日和、行楽

日和にもかかわりませず、財団補助金事業の締めく

くりとなる、児童虐待防止キャンペーンに参加して

くださった皆様、本当にありがとうございました。

箕面駅前にて、民生委員さんと共に、予定のキャン

ペーングッズ 800 個を配りきりました。ほかにも箕

面イカリスーパー前、桜が丘ライフスーパー前、小

野原関西スーパー前の 3 か所を合わせると、全部で

2000 個の箕面ロータリークラブのロゴ入り付箋を

配ったことになります。補助金事業自体はこれで終

わりましたが、引き続きなにかの形で、「子育てし

やすい街箕面」の実現や箕面に暮らす子どもたちの

サポートのために、できることがあれば関わってい

けたらと願っております。 

 

◆幹事報告◆           幹事 片山 秀樹 

・地区大会のネームタグについて 

・「令和元年大風 15号千葉県災害義損金ご協力御礼」

の報告 

 

◆規定情報研修委員会報告◆     

         規定情報委員長 芝野 弘三郎 

 

第２回 IGM(Informal or Informed Group Meeting) 

 日 時 2019 年 11 月 14 日 20:00～22:30 

 場 所 魚民箕面駅前店 

 出席者 堀之内良光・木村知也・三上智子・尾崎 

 夏樹・山本貴雄・河野優作・庄司修二・ 

浦 収・芝野弘三郎 

 

□新しいクラブ定款・細則の内容チェック 

ロータリーの目的・クラブの目的・５大奉仕・ 

出席・例会・年次総会などについて学ぶ。 

□意見内容 

・箕面クラブは明確なビジョンを持つべきであり、 

それが増強につながるが、なければ衰退して行く 

だろう。フォーラムなどでビジョンについて意見 

を交わそう。外部にコンサルティングを依頼する 

ことも考えてはどうか。 

・RI会長およびガバナーの所信表明は素晴らしい。 

・ロータリーはお金持ちの社交クラブだとも思う。 

・若い会員はお客様扱いされているので居心地は良 

い。 

・若年層と高齢層の間にはギャップがあり、ベテラ 

 ン会員は若いロータリアンを受け入れられない

のでは。 

・その他さまざまな意見交換がなされた。 
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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  

◆SAA 報告◆           SAA 庄司 修二

ニコニコ箱 

浦  収 会員：皆様、よろしくお願いします。 

川端崇旦会員：浦会員、卓話よろしく 

前田建司会員：浦会員、卓話宜しくお願いします。 

芝野弘三郎会員：浦さん、卓話よろしくお願いします。 

        IGMもよろしく！！ 

河野優作会員、木村知也会員、山本貴雄会員 

米山奨学会 

上島一彦会員：浦会員、卓話よろしくお願いします。 

前田建司会員、林 たかみ会員 

ロータリー財団 

西宮富夫会員：浦会員、卓話よろしく！ 

河野優作会員、前田建司会員、芝野弘三郎会員  

上島一彦会員 

ポリオ基金 

木村知也会員、片山秀樹会員 

 

 

◆卓話◆               浦  収 

 

〇箕面市内で人気がある住宅地の地価は概ね坪単価 

 ８０万円～８５万円と地価は上昇率を強めている。 

〇箕面の地価動向 船場東の地価調査地 本年 7月 

 １日の地価４６０,０００円/㎡対前年比は年間+ 

 １２.２％であるがこの半年間では+２.２％と上昇 

 率の低下が顕著である。北大阪急行延伸の延期が要 

 因と思われる。 

〇白島の地価公示地は本年 1月 1日時点で対前年比 

 +１９.３％と地価上昇を強めている。北大阪急行延 

 伸期待が大きい。 

〇全国的には沖縄那覇と北海道倶知安で地価上昇急 

 激であるが大阪心斎橋、新大阪、江坂のポイントが 

 全国トップテンに入る上昇率を示している。大阪万 

 博開催に伴う、投資需要が旺盛なことにより、上昇 

 率が低下していたポイントが再度地価上昇を強め 

 ている 

〇新大阪・江坂では上昇率はこの半年で急激に減少し、 

 上限に近づいてきている。 

〇ミナミの心斎橋は賃料水準が東京を超えていると 

 ころがあり、地価は上限値に近づくが、旺盛なオ 

 フィス需要を背景に阪急梅田周辺は今後も賃料上 

 昇見込め、キタの地価は更に上昇が見込まれる。 

〇全国的には東京銀座の地価上昇は止まりつつあり、 

 数年後横ばいから、東京オリンピック後下落に転じ 

 る可能性が高い。東京の動きは急速に全国に広まる 

 可能性がある。 

〇銀行の融資厳格化、不動産投資会社の在庫処分、売

買取引件数の減少等地価動向に関するマイナス要

因が多く出始めている。 

〇大阪は梅田北ヤード 2期開発、大阪駅西の中央郵便

局跡地の開発、万博、IR誘致期待等不動産大規模な

開発が目白押しであり、東京オリンピック以降の地

価下落局面でも影響を受けにくい環境下にある。 

〇人口減少、２０２２年の生産緑地跡地の市場への大

量供給可能性、所有者不明土地問題、空家問題等で

今後不動産市場は問題を内包しており、地価はここ

数年が上限で緩やかに下落する可能性が高く、不要

な不動産は早目に処分することが望ましい。 

〇「オプラ・ウィンフリ―」 

1954年 1月 29日、ミシシッピ州に生まれ 9歳から

親戚に性的虐待を受け、14 歳で出産。子どもは 1

週間後に病院で亡くす。全米および世界 140ヵ国で

放映された「オプラ・ウィンフリー・ショー」司会

者、昼間のトーク番組で最も高い視聴率を記録。テ

レビドラマや映画にも多数出演し、女優としてアカ

デミー助演女優賞にノミネートされたこともある。

慈善活動にも熱心で、これまでに 250億円もの寄付

をしたとされる。「タイム」誌が世界で最も影響力

のある人物の一人としてオプラを取り上げている。

２００８年大統領選挙では、早い段階でオバマ候補

への支持を表明。その後のオバマ旋風のきっかけの

一つになったとされている。 

〇オプラの名言 自分にとって悪い出来事が起こっ

たときに考えること「What is this here to teach 

me?これは私に何を教えているのだろう？」 

〇ロータリークラブについて思うこと 

 私がロータリークラブになぜ参加しているか。自分

のためになる話を聞いて一瞬でも感動を得られる

ことのため。社会奉仕活動の実践を通じて清々しい

気持ちになるため。 

〇山下会員の退会は当クラブに大きなショックをも

たらした。今一度各自が箕面ロータリークラブにつ

いて向き合って、自問自答し、山下会員の退会が何

を教えているのだろうかを考えるべき。批評家は要

らない。行動あるのみ。 

 

 


