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◆今週の例会プログラム◆ 

2019 年 11 月 14 日（木）第 2438 回例会 

卓話『最近の地価動向他』 

担当：浦 収 会員  

◇次週 11月 21日（木）は休会日です◇ 
◆次々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 

◇ロータリーソング◇ 
奉仕の理想 
◆先週のお客様◆ 
張 暁紅 様（米山奨学生） 

 

◆出席報告 2019 年 11 月 7 日第 2437 例会◆ 
会員数：27 名 出席者：18 名 出席率 75.00％ 
前々前回  2019 年 10 月 10 日 84.00％（参考値） 

◆会長挨拶◆         会長 林 たかみ 

 先週末、ラグビーワールドカップが予想以上の大きな

盛り上がりの中で、南アフリカの優勝で終わりました。

私の周りにもにわかラグビーファンがたくさんいました

が、私自身もほとんど見たことのなかったラグビーを大

いに楽しませていただきました。 

南アフリカでは今でもラグビーは「白人のスポーツ」と

も呼ばれているそうですが、 

今回南アフリカのチームを率いたのは黒人で初めてキャ

プテンとなったコリシ選手です。南アフリカで人種隔離

政策、アパルトヘイトが廃止されたのはついこないだ、

1991 年のことです。コリシ選手はその 1991 年に貧困層

の家庭に生まれ、15 歳の時に母を亡くし、食事も満足に

はとれない日々もあったそうですが、小学生の時にラグ

ビーに魅了され、地元チームに加入し、その後、ラグビ

ーの名門校にスカウトされ徐々に頭角を現したそうです。

南アフリカが 1995 年にワールドカップを自国開催し、

初優勝をした際、その時大統領だったマンデラ氏は背番

号「６」のジャージを着て優勝カップを手渡したそうで

すが、今回コリシ選手は同じ背番号６をつけ、黒人初の

主将としてカップを受け取ったそうです。スポーツには

人をつなぐことができ、人に夢を与えることができる凄

いパワーがあることを改めて感じます。ラグビーワール

ドカップに続いて、我が国で開催されるオリンピックが

このように大成功のうちに終われることを心から願いた

いと思います。 

 

 また昨日は恒例の箕面市民ゴルフ大会が開催され、素

晴らしい晴天のもと、私と大会実行委員会副委員長を務

められました木村さんが参加してまいりました。今回も

100 名の参加者があり、箕面市体育連盟、教育委員会、

箕面ライオンズクラブなどが我が箕面 RC と共に協賛さ

れ、50 周年を迎えた箕面 RC として、５０位のかたに箕

面 RC 賞をお渡ししてきました。今回の参加費の一部は

2020 年度のオリンピックイヤーに箕面市がニュージー

ランドの柔道の選手のホストをつとめる際に、その費用

として使われるそうです。相変わらず成績はふるいませ

んでしたが、本当に清々しい秋を満喫する一日となりま

した。今週初めには近畿でも木枯らし 1 号がふき、東北

では初雪の便りも聞かれますが、もう少しこの気持ちの

良い秋を満喫したいものです。 

 

◆幹事報告◆           幹事 片山 秀樹 

・11月 14日 卓話担当 浦 収会員 

・11月 21日 休会日 

・11月 28日 ゲストスピーカ― 箕面市長 倉田哲郎様 

 

◆理事役員会報告◆        幹事 片山 秀樹 

審議事項 

・箕面市肢体不自由児父母の会 50 周年記念式典・クリス 

 マス会について→会長に一任 

・ＩＧＭ開催について→承認 

・メイクアップルール変更に伴うクラブ細則の改正につ 

 いて→RI ルールに従う 

・人事について→会長案承認 

・標準定款変更にともなう細則変更について→「2019 年 

 手続き要覧」35 冊購入。定款変更は会長、幹事が担当。 

 年次総会にて提案。細則変更、順次見直しとする 

・11 月 28 日市長卓話について→ゲスト用チラシは作成 

 しない。2 次会設定なし 

・歌詞フラッグ作成について→承認 

・事務所の整理について→庄司 SAA 主導で実施 

・規定審議会決議案について→手続等、西宮委員長が実 

 施 

・地区出向者について→山本会員を候補とする 

・箕面市成人祭の抽選会景品提供について→実施 

・箕面手をつなぐ親の会「お正月」について→会長一任 

 

報告事項 

・長寿祝 収支報告について 

・フレッシュロータリアン昼食会について 

・「ロータリー100 周年実行委員会」アンケートについて 

・納会について 
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１１月のお誕生日 １１月 ７日 芝野弘三郎 会員 

         １１月１０日 佐藤  修 会員 

         １１月２７日 西脇  悟 会員 

       

 

◆SAA 報告◆         副ＳAＡ 浦  収 

ニコニコ箱 

芝野弘三郎会員：本日、誕生日、満６７才になります。 

川端崇旦会員：上島会員さん、卓話よろしく。 

黄堂泰昌会員：月初につき 

青  敬祐会員：上島さん、ガンバッテ！ 

上島一彦会員：皆様、財団、米山へのご奉仕、よろし 

        くお願い致します。 

前田建司会員：上島委員長、宜しくお願いいたします。 

西脇悟会員、佐藤修会員、三上智子会員、山本貴雄会員、 

浦収会員、河野優作会員、林たかみ会員、木村貞基会員 

米山奨学会 

黄堂泰昌会員、上島一彦会員、前田建司会員、河野優作

会員 

ロータリー財団 

西宮富夫会員：月初にて、上島会員、卓話よろしく。 

黄堂泰昌会員、上島一彦会員、前田建司会員、河野優作

会員、林たかみ会員、 

ポリオ基金 

岡内重信会員：上島会員、本日の卓話楽しみにしてい 

        ます。 

前田建司会員、片山秀樹会員  

 

◆箕面市戦没者追悼式◆ 

 11 月 10 日(日)に執り行われた「箕面市戦没者追悼式」

に林会長が参列されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆「児童虐待防止キャンペーン」街頭啓発活動◆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

             １１月９日 箕面駅前にて 

 

 

 

◆卓話◆               上島 一彦 

      
令和元年 11 月 6 日 卓話         箕面 RC 財団・
米山部門担当 理事 上島一彦 
●自己紹介 
昭和 33 年生まれ(61 才) 大阪教育大学附属池田小・中学校 

雲雀丘学園高校 
昭和 56 年、早稲田大学を卒業後、メンズ衣料品（ニットウ

ェア）の企画・生産・販売。 
毎年、ヨーロッパの最新情報をキャッチし、｢ものづくり｣

に励む｡ 
 昭和 56年 （社）箕面青年会議所入会  JC歴 18年 「段
取り 8分、仕事２分」 
平成 5年（社）箕面青年会議所 第 28代理事長  

  
●平成 13年 9月 箕面ロータリークラブ入会   現在 RC歴
18年 
平成 16-17 年度 社会奉仕委員長 「100 歳の輝き」公開例会
（RI創設 100周年） 
パネルディスカッション：瀧瀬会長・まちかどディハウス・

ゲートボール協会・市健康増進課長 
高齢者福祉に貢献する団体・個人を表彰：シルバー人材セン

ター・老人クラブ 等 
平成 17-18年度 会員増強委員長 新会員 4名・退会 3名・純
増 1名 
平成 18-19年度 青少年活動委員長 第 1回・清流箕面川「輝
きウォーク」 
平成 19-20年度 社会奉仕委員長 第 2回・清流箕面川「輝き
ウォーク」 
平成 20-21年度 社会奉仕委員長 第 3回・清流箕面川「輝き
ウォーク」 
平成 21-22年度 社会奉仕委員長 第 4回・清流箕面川「輝き
ウォーク」 
 公開例会「オーケストラ＆フォーラム」 芝野会長・倉田哲
郎箕面市長・倉田薫池田市長 
      メイプルフィルハーモニー演奏 多田慶三団長 
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平成 22-23 年度 幹事  山下会長の補佐 平成 23 年 3 月 11
日 東日本大震災 
平成 23-24 年度 青少年活動委員長 平成 24 年 5 月 3～5 日 
春のライラ：勝尾寺 
平成 24-25年度 会長エレクト・ロータリー財団委員長 
 
●平成 25-26年度 第 45代会長を経験（箕面 RC創立 45周年） 
庄司修二幹事とスクラムを組む 
年度当初は 25 名からスタート。会員が減少すれば、財政が

硬直化し、特定の会員に過重な負担。 
クラブ存亡の危機感をもって増強に取り組んだ結果、年度末に
は会員数 29名、純増 4名を達成。 
地域社会において、真に必要とされるクラブを目指す。 
地域社会のニーズを捉え、ロータリーの社会的認知度を向上。 

 
7/8 第 8 回・清流箕面川「輝きウォーク」 大阪大学環境サー
クル GECSと初コラボ。 
230 名を超える参加者と共に、レクリエーション等で交流を

深めながら箕面川を清掃。 
 
●阪大生との連携～若者を応援 
7/7 箕面市学生連携会議 MGK24 総会 7/13 阪大箕面キャンパ
ス 夏祭り 
7/13阪大 E3・箕面市中学生 英語スピーチコンテスト  
10/13 MGK24オクトーバーフェスト  11/30 GECS総会 
 
●10/5｢薬物乱用撲滅キャンペーン大会｣「未来の夢計画（FVP）」
～RI2660 地区補助金を活用。 
メイプルホール。中原大阪府教育長・倉田箕面市長・薬剤師会
の岡内会長・MGK24の西野代表によるパネルディスカッション。
箕面高校ダンス部、箕面市青少年吹奏楽団が出演。 
7/27～28 箕面祭り出店  8/23 あかつき納涼祭出店  9/17
箕面 RC杯ゲートボール大会 
9/16箕面難聴者サークル・こかげ「補聴器で聞こえを取り戻そ
う」講演会＋相談会 
10/27MOA 児童作品展 11/23 箕面モラロジークラブ「伝えよ
う！いのちのつながり」表彰式 
5/23箕面市立・北小学校の児童とシンボルロード・クリーン作
戦 
6/1箕面市美術協会チャリティーオークション 6/7箕面 RC杯
少年軟式野球大会 
10/20米寿を迎えられた真島栄一会員から、箕面 RCに多額のご
寄付。 
●ゲスト卓話による魅力のある例会 
7/11・5/8倉田箕面市長「北大阪急行線の延伸」 
7/25大阪東淀ちゃやまち RC・戸田会員「会員増強フォーラム」 
9/5 大阪府警薬物対策課・「大阪の薬物情勢」 9/12 メキシコ
友の会・モレロス大学研修生 
9/19箕面警察署・松崎交通課長「交通安全卓話」 
10/31 自衛隊大阪地方協力本部長・大塚陸将補「極東アジアの
軍事情勢と自衛隊の役割」 
2/13箕面市国際交流協会・荻野理事長・三上常務「国際奉仕フ
ォーラム」 
2/20 廣田遥・トランポリン元オリンピック選手「世界に向け
て・トップアスリートの挑戦」 
4/3箕面警察署・主谷交通課長「交通安全卓話」 5/15箕面市・
室留消防長「大阪消防庁構想」 
6/5豊中千里中央 RC・熊澤会員「不動産鑑定士から見た地域力」 
●会員相互の親睦 
8/22千里阪急ホテル・ビアガーデンでの納涼例会、 
12/12 クリスマス例会「風の杜コンサート」、3/27 レディスナ
イト「なにわ探検クルーズ」。 
●4/12 RI2660地区・第 1組 インターシティミーティング 箕
面 RC主管・統一ブルゾン着用 
講演「グローバル人材を育てる」中原府教育長。 懇親会：

阪大ベリーダンス・ハラーワート 
 
●RI2660地区補助金を活用した、最近のクラブ事業 
【H27/11/1】庄司修二会長 「まちやまオータムフェスティバ
ル」 箕面公園瀧安寺前公園  
植樹セレモニー・季節のおもてなしイベント、イロハモミジ 8
本・ベンチ 6基寄贈、野点 
【H28/8/20】前田建司会長 （社福）あかつき福祉会へ、乗せ
換え機能付きストレッチャー・常温配膳車・プレイルーム床暖
房を寄贈 
【H30/3/15】木村貞基会長 箕面市国際交流協会へ、多言語拡

声器等、コミュニケーション支援ツールを寄贈 
【H30/11/19】片山秀樹会長 箕面市内各小学校区に、子ども
見守り用のぼりと横断旗を寄贈 
【令和元年 10/9】林たかみ会長 箕面市へ、マタニティーマー
クを寄贈 
 
●令和元年～2 年度 ロータリー財団への、一人当たり年間 
寄付目標  
年次基金 18,000 円（150 ドル） ポリオプラス 6,300 円

（50ドル） 
※2019年 6月ロータリーレート 1ドル＝110円で換算 
恒久基金 クラブより 1 名のベネファクター輩出 （1,000

ドル） 
●米山奨学会への、一人当たり年間 寄付目標  25,000円 
 
※クラブ会員の皆様、目標達成にご協力ください！ 

地区補助金の申請要件 
人道的奉仕・奨学金・職業研修 
●地区から資格認定を受けなければならない 
●ロータリアンが積極的に関わる（財政援助にとどまらない） 
●他団体への継続的運営費（ランニングコスト）は不可 
●一年以内に完了するプロジェクト 
●ロ－タリアンは補助金の恩恵を受けられない（利害の対立の
回避） 
●青少年プログラム（RYLA・RAC など）への支援には補助金は
使えない 
 
活動予算＝40 万円以上 クラブ拠出＝申請額以上 補助金＝
20～60万円 
 
地区補助金申請スケジュール（例） 
2019年 2月 2日 補助金管理セミナー受講・MOU（覚書）提出 
3月 1日～4月 30日 クラブから地区補助金小委員会へ申請書
提出→受付順に審査 
5月初旬 地区から財団へ一括申請 
7 月以降 財団より地区へ入金があり次第、クラブへ補助金配
分 
最終報告書＝プロジェクトや活動が完了後、2か月以内に提出 
※2020－21 クラブ会長・クラブ会長エレクト・財団委員長は、
以下の補助金管理セミナーに、必ず出席してください！ 
2020年 2月 29日（土）13時～17時（予定）追手門学院大阪城
スクエア 
 
 
 


