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      会報 NO.2462 

   2020年 10月 15日発

行 

   

 

2020-21年度 国際ロータリー会長 ホルガ―・クナーク 

国際ロータリー第 2660地区 2020-21年度ガバナー 簡 仁一  

4 つのテスト 言行はこれに照らしてから 

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 

 

 

 

 

 

◆前回例会◆ 
 ２０２０年１０月 1日（第２４５５回例会）  
     ♪ロータリーソング「我等の生業」 
           
 
 【出席報告】     
  会員数 ２７名   出席者 １９名 
  出席率 ７９．１％   

 

◆会長挨拶◆           河野 優作  

 

 10 月はロータリーの「地域社会の経済発展月間」で

す。仕事があっても 1日 1 ドル 90セント（約 220円）未満

の生活を送る人々が全世界で約8億人いると言われてい

ます。ロータリアンはこうした人々に生産的かつ十分な仕

事の機会をつくり、地域社会との経済の発展を目指すプ

ロジェクトを実施しており、これがロータリーの 6 つの重点

分野の一つとなっております。貧しい地域で、特に女性を

はじめ、地元起業家や地域リーダーの育成を応援してい

ます。 

ロータリアンは「人」に投資し、地域社会や人々の暮ら

しに持続可能で測定可能な改善をもたらし、「地域社会

の経済発展を促すための人々の能力・スキル向上」、「生

産性の高い仕事の創出」、「支援が行き届いていない地

域社会での貧困の削減」、「経済と地域社会の発展に関

連した仕事で活躍していくことを目指す専門職業人のた

めの奨学金支援」など、世界の各地で様々な取組を実施

しています。例えば持続可能な農業として西カメルーン

では、土壌侵食と土壌劣化のために農作物の収穫が大

きく減少していました。このような状況を受け、ロータリア

ンは土壌を肥沃にし、土壌侵食を食い止め、農作物を市

場に出荷するのに必要なスキルを農家に指導しました。

その結果、収穫量が増し、農業収入も増えたそうです。こ

のような地域社会の発展と貧困の軽減のために、これま

でにロータリー財団が授与した補助分は 2900万ドル、日

本円にして 30 億 6 千万にものぼるそうです。 

また、10 月は日本独自の月間として「米山月間」となっ

ております。ロータリー米山記念奨学会は、将来母国と日

本との懸け橋となって国際社会で活躍する優秀な留学生

を奨学することを目的としている奨学事業です。 

当クラブにもイアン君が在籍しておりますのでこの月間に

因みまして、米山奨学事業の意義を改めて認識して頂け

たらと思います。 

最後になりますが、このような活動は会員皆様のご奉

仕があってこそ成り立つ事業ですので、今年度は具体的

な目標金額は設定しておりませんが、引き続き皆様のご

理解、ご協力をお願いいたします。 

  酷暑も夏もひと段落し、秋の気配を感じる季節となりま

した。秋も急速に深まり、肌寒く感じる日もあります。コロ

ナの影響も依然として残っておりますので、皆様におか

れましては体調管理にはくれぐれもお気を付けお過ごしく

ださい。 

 

 

◆次回の例会プログラム◆ 
 2020年 10月 29日（木） 第 2457回例会 
   
   移動例会： 創作日本料理「かえで」     

◆今週の例会プログラム◆ 
 2020年10月15日（木） 第2456回例会 
   
   卓話： 人羅 一磨 様    
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◆幹事報告◆             前田 建司 

 ・地区大会開催のご案内 

 ・箕面市長退任、就任のご挨拶文のご紹介 

 ・第２期会費納入のお願い 

 ・１０月例会予定について 

   １０月１５日  卓話 人羅一磨様 

      ２９日  移動例会 

 ・本日例会終了後、理事役員会開催 

 

◆理事役員会報告◆ 

 ①クリスマス例会について 

  ・箕面観光ホテルでビュッフェ、または例会場で開催 

   する予定で進めている 

  ・子ども達へのプレゼントなど、ZOOM を活用すること 

   を検討中 

 ②赤い羽根募金について→ 例会時に募金箱をまわす 

  

◆ＳＡＡ報告◆            木村 知也 

ニコニコ 

芝野弘三郎会員：高橋会員、卓話よろしく！ 

西脇  悟会員：あっという間に１０月、今年も後３か月 

               ですネ！ 

黄堂泰昌会員：高橋会員 卓話よろしく 

川端崇且会員：高橋会員、はじめての卓話よろしく  

河野優作会員：高橋さん、よろしくお願い致します         

前田建司会員：高橋様 卓話宜しくお願い致します 

林たかみ会員、木村知也会員、尾崎夏樹会員、浦収会員、

高橋太朗会員 

米山奨学会 

上島一彦会員：高橋太朗会員、卓話楽しみにしています。 

黄堂泰昌会員、芝野弘三郎会員、前田建司会員、浦収会員、

西脇悟会員、高橋太朗会員、河野優作会員、尾崎夏樹会員、 

木村知也会員 

ロータリー財団 

河野優作会員、黄堂泰昌会員、高橋太朗会員、木村知也会員、

浦収会員、前田建司会員、西脇悟会員、芝野弘三郎会員、     

上島一彦会員、尾崎夏樹会員 

ポリオ基金 

高橋太朗会員、浦収会員、芝野弘三郎会員、片山秀樹会員、

林たかみ会員、尾崎夏樹会員、前田建司会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆米山奨学生レポート    イアン パンニャー様 

     （米山奨学会に提出されたレポートを掲載） 

 

 今年四月からロータリー米山記念奨学会の奨学金をいた

だく事になり，大阪大学で修士課程に進学することができ

ますロータリー米山記念奨学生になって以来，カンボジア

から来た留学生として，奨学生として，自分自身の立場を

最も深く理解できるようになりました． 

 

 一つ目は，知らないうちに，日本とカンボジアの懸け橋

になることです．例えば，自分の周りの日本の人たちに対

して，私がカンボジアを代表する人間で，国のことを自然

に日本人に国の文化などを共有しています．同時に，自分

の国の友達，家族などに日本の文化（時間厳守），食べ物（た

こ焼き，お寿司等）等の、日本のことを教えてあげます． 

 

 二つ目は，日本にも家族がいるように温かく感じたこと

です．箕面ロータリークラブの例会に参加させていただい

ていますが，奨学生のために，ロータリアンが自身の家族

を負担しているのに，わざわざ寄付をし，奨学金の財源に

なります．とても感動します．さらに，新型コロナウィル

の影響で４月と５月の例会が行われなかったため，奨学生

の私を心配して頂き，カウンセラーさんがアパートまで奨

学金を持ってきてくれたことは，涙が出るほど嬉しく感じ

ました．経済だけではなく，お世話になる箕面ロータリー

クラブを通して，カウンセラーさん及びロータリアンによ

り，温かく支援され，本当に感謝します．ロータリアンの

素晴らしい気持ちから奨学金を頂く奨学生として，日本で

留学できるチャンスを得ることにより，学業を頑張り，例

会のときだけではなく，どこでも，コミュニケーションを

うまくとり，異文化を深く理解できる人間になりたいと思

います． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
4 つのテスト 言行はこれに照らしてから 

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 

RI D.2660 箕面ロータリークラブ                                          2020 年 10 月 15 日発行会報 No.2462 

 

◆卓話◆         

 『誰よりも先に！誰よりも先へ！ 

       高橋太朗 自己紹介卓話』  高橋太朗 

 

高橋家について 

 ・広島県福山市出身 

 ・祖父 宗一 

 ・祖母 泉美 

 ・父  信行 

 ・母  ルシーラ 

 

 

 

 

 

 

 

 

    【写真】祖母方の曽祖父、女児は祖母 

 

誕生から幼少期 

  ・昭和５４年９月２４日、箕面市箕面の正井病院で生ま 

   れる  

    ・５歳までは豊中市の千里中央で暮らす 

    ・１歳からセルシーのスイミングスクールに通う  

    ・吹田市のカトリック系幼稚園（さゆり幼稚園）に通う 

    ・６歳から箕面市桜ケ丘に転居 

    ・箕面自由学園初等科に入学 

   幼少期から思春期 

    ・牧落の箕面スイミングスクールに通う 

    ・小学４年から６年にかけて剣道を学ぶ 

    ・箕面自由学園中等科へ進学する 

    ・サッカー部に入部し、水泳を辞める 

    ・塾に通うようになり、少しずつ目が悪くなる 

    ・関西学院高等部へ進学する 

    ・陸上部に入部し、筋トレにハマる 

    ・学友とロックバンドを結成して音楽にハマる 

 

高校時代の学友 

    苫野一徳           旭堂南也 

 

社会人（仕事関係） 

 ・１９９８年、家業に就職 

 ・１９９９年、フィリピンの関連会社に出向 

 ・２００４年、東京の国際物流企業に転職 

 ・２００６年、家業の大阪本社に復帰、子会社に出向 

 ・２００８年、協同組合の役員に就任 

 ・２０１４年、子会社の代表に就任  

 ・２０２１年、本社の代表に就任（予定） 

社会人（前編） 

 ・１９歳～２４歳まで５年半、マニラで暮らす 

 ・２４歳～２６歳まで東京（八丁堀、目黒）で暮らす 

 ・２６歳～２７歳まで宝塚で暮らし、犬を飼い始める 

 ・２７歳、結婚を機に箕面に戻り、現在まで箕面に暮らす 

 ・２８歳、長男を授かる（命名、建） 

 ・３０歳、日本サッカー協会 C 級コーチライセンスを取得 

社会人（後編） 

 ・３０歳、青年会議所に入会、桜分団に入団 

 ・３１歳、長女を授かる（命名、蘭） 

 ・３４歳、人生で初めて社長という肩書を得る 

 ・３５歳、青年会議所の理事長を務める 

 ・３８歳、国際青年会議所アジア太平洋エリアにて役員 

  を務める 

 ・４０歳、青年会議所を卒業し、ロータリーの門を叩く 

 

信条 

 

 

 

 

 

 

 

 

・求めよ、さらば与えられん（マタイ） 

・人生で一番大切な事は家族の絆である（祖母） 
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☆タッキー81.6 箕面ＦＭ開局 25 周年 

 日が水日本大震災復興 箕面チャリティコンサート 

 『人に音を、音に愛を』 

 

 皆様、こんばんは！タッキー

81.6箕面ＦＭの大平麻由美 

と小川亮です。本日は貴重なお

時間を頂戴しまして、箕面 

ロータリークラブの皆様にもご

後援を頂きましたチャリティ     

コンサートのご案内をさせていただきます。タッキー81.6 

は本日で開局 25周年になります。1995 年に開局いたしま 

してから 25 年間、皆様のご支援があり、続けてくる事が出 

来ました。ありがとうございます。また、本日は「街の情 

報箱」という雑誌も置かせていただいておりますが、こち 

らには 10月号から上島新市長のコーナーも掲載されますの 

でどうぞご覧下さい。 

 さて、本日ご案内させていただく、箕面チャリティコン   

サート『人に音を、音に愛を』は東日本大震災復興のチャ 

リティコンサートになります。今回で 3回目となります。 

会場となりますメイプルホールはコロナ禍の影響で、コン  

サートは開催されておりませんでしたが、今回のコンサー 

トより再開されます。皆様には安心してお越しいただける 

よう、座席数を半分に減らしております。また換気の面も 

考慮し、1時間程度のコンサートとなっております。演奏 

者はバイオリニストの尾池亜美さん、そして左手のピアニ 

ストの智内威雄さんです。このコンサートは全額チャリティ 

となっており、東日本大震災復興支援として「ＮＰＯ法人 

3.11甲状腺がんこども基金」、障害のあるアマチュア演奏 

家支援として「第二回左手のピアノ国際コンクール」へ全 

額寄付いたします。皆様どうぞおそろいでお越しください。 

よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

◆2020-21 年度 国際ロータリー第 2660 地区 

              地区大会について◆ 

  

             ガバナー   簡 仁一 

            大会実行委員長  三好千代子 

 

  新型コロナウイルス感染症の終息が見通せないなか、

本年度の地区大会をどのような形で実施すべきか検討を

重ねてまいりました。ロータリアンの健康と安全を最優

先とするＲＩの方針に従い、徹底した感染防止対策を講

じた上で、グランキューブ大阪（大阪府立国際会議場）

にて１２月１２日（土）のみの１日開催といたします。 

当日は本会議のライブ配信を実施して、ご来場頂けな

い方にも会場の雰囲気を味わって頂けるようにいたしま

す。ライブ配信については別途ご連絡いたします。また、

本年度は他地区のご来賓をお招きせず地区内のロータリ

アンに限ってのご参加といたします。 

何卒、ご理解ご協力を賜ります様よろしくお願い申し

上げます。なお、詳細については下記の通りです。 

 

 【会長幹事会】 12月 12日（土）12：30 受付 

            13：00開会 13：45閉会 

【本会議】   12月 12日（土）13：30受付  

           14：00開会 17：30 閉会 

【会 場】   グランキューブ大阪（大阪府立国際会議場） 

 【登録料】   登録料はいただきません。 

  

 飲食を伴うプログラムの中止（晩餐会・顕彰昼食会等中止） 

 友愛の広場中止 

 

※会長幹事会を除くプログラムは自由参加となり出欠をと 

 りません。また、例年発行している名札は、本年度、発 

 行致しません。 

※新型コロナウイルス感染症の状況に伴って、国際会議場 

 の使用に制限が出た場合、内容を変更することがござい 

 ます。 

 

 

 


