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2021-22年度 国際ロータリー会長 シェカール・メータ 

国際ロータリー第 2660 地区 2021-22年度ガバナー 吉川秀隆  

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 

◆次回例会プログラム◆ 
２０２１年 7 月 29日（木） 第 2481回例会 
会員増強フォーラム   

  担当：会員増強選考委員会 

 

次回例会予定 
２０２１年５月２０日（木） 第 2473回例会 

◆前回例会◆ 

 2021年 7月 8日（第 2479回例会）  
                
（出席報告）     
  会員数 27名  出席者 19名 
  出席率 79.1％   

  ゲスト イアン パンニャー様（米山奨学生） 

      山根ひとみ様 

      吉岡邑玲様 

 

◆会長挨拶◆           浦  収 

豪雨による災害に見舞われた

方々に心よりお見舞いと一日も

早い復興を祈ります。第５３代

箕面ロータリークラブの会長を

仰せつかりました浦です。1 年

間よろしくお願いいたします。 

私は 2012年 12月の第 2125回

例会から当クラブに入会をさせていただき、現在 8

年半の入会歴です。私と箕面との関わりですが、石川

県出身の曾祖父が阪急箕面線牧落駅前に「浦米穀店」

を営んでおり、その末っ子が私の父であります。父は

今でも現役で弁護士をしております。 

私は 1972 年 7 月にこの箕面市に生まれ、箕面西小

学校を卒業後、関西学院大学中等部に進学し、エスカ

レーターで勉強せずに大学まで進学しました。その時

していなかった勉強を今取り戻している状況です。そ

の後 1996年大学卒業後、積水ハウス㈱に入社し、万 

 

博住宅展示場で住宅営業を 12年半勤め、2008年に不

動産鑑定士試験合格、2011 年の不動産鑑定業者とし

て独立開業の後、すぐにこの箕面ロータリークラブに

お世話になりました。とにかく 53 代目の会長という

ことで、箕面ロータリークラブの歴史の重みを感じて

おります。今日例会の始まりに「会長点鐘を」と言わ

れ、反応できない自分が居ました。「私が鐘をたたく

のだ。。」という心境です。私は先の 52 人の会長から

引き継いだバトンを、この 1年をかけてしっかりと活

動し、次の芝野エレクトへ繋いでいく責務があると自

覚しています。どうか皆様 1年間よろしくお願い申し

上げます。 

 

◆幹事報告◆           山本 貴雄 

 

・７月の例会について 

 １５日 新年度方針 

     ・山本貴雄会員 

     ・木村知也会員 

     ・上島一彦会員 

 ２２日 休会 

 ２９日 会員増強フォーラム 

 

・第１期会費納入のお願い 

・ローターアクト主催 地区献血のお知らせ 

 （詳細はメールにて送信） 

・本日例会後、理事役員会開催 

◆今週の例会プログラム◆ 
２０２１年 7 月 15日（木） 第 2480回例会 
新年度方針：幹 事 山本貴雄会員 

クラブ運営部門担当理事 木村知也会員 

      職業奉仕委員長 上島一彦会員 
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◆理事会報告◆          幹事 山本 貴雄 

審議事項 

・2021-22 年度予算案→承認 

・2020-21 年度決算報告→承認 

・監査人について→承認 

・納涼例会予算について→承認 

・「2021 年 7 月静岡県熱海豪雨災害」支援金について 

       →例会時に募金箱をまわす 

・「第 32 回 MOA 美術館箕面市児童作品展」協賛について       

→承認 

・「第 10 回市民ゴルフ大会」実行委員会委員の選任 

       →木村知也会員を選出 

報告事項 

・フォトスポットデザイン報告 

 ・ZOOM 関連機材について 

 ・新入会希望者について 

 

◆ＡＡ報告◆         ＳＡＡ  庄司 修二 

ニコニコ 

浦  収会員：今年度、皆様よろしくお願いいたします。 

庄司修二会員：本日 52 歳誕生日です。会長.幹事 1 年間よ

ろしく 

片山秀樹会員：浦会長、山本幹事、本年度よろしくお願い

いたします 

上島一彦会員：浦会長、山本幹事、よろしくお願いします 

青 敬祐会員：新年あけましておめでとうございます 

林たかみ会員：5 月に娘が入籍しました。結婚式は 12 月

の予定です 

水島教絵会員：浦会長、山本幹事、よろしくお願いいたし

ます 

西脇 悟会員：新会長、何卒よろしく！ 

川端崇且会員：皆様お元気ですか 

芝野弘三郎会員：新年度、会長.幹事よろしくお願いしま 

す  

黄堂泰昌会員：浦会長、山本幹事、1 年間よろしくお願い 

します 

前田建司会員：浦会長、山本幹事、新年度始まりおめでと 

うございます 

山根ひとみ会員：浦会長、山本幹事おめでとうございます 

山本貴雄会員、木村知也会員、高橋太朗会員、尾崎夏樹会員 

河野優作会員 

米山奨学会 

山本貴雄会員、前田建司会員、高橋太朗会員、浦収会員、

木村知也会員、黄堂泰昌会員、芝野弘三郎会員、西脇悟会

員、河野優作会員、林たかみ会員、尾崎夏樹会員 

ロータリー財団 

山本貴雄会員、前田建司会員、高橋太朗会員、浦収会員、

黄堂泰昌会員、芝野弘三郎会員、河野優作会員、林たかみ

会員、尾崎夏樹会員、片山秀樹会員、西脇悟会員 

ポリオ基金 

尾崎夏樹会員、浦収会員 

◆感謝状贈呈◆ 

50 周年記念事業『北大阪急行電鉄の延伸に伴う新駅「箕

面船場阪大前駅」地上部デッキ広場中央に、サインモニュ

メント（案内板）の寄贈設置』にたいし、箕面市上島市長

より感謝状が贈られました。 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆前年度テーマ旗 贈呈◆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ☆１年間ありがとうございました☆ 
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◆新年度方針◆          会長  浦  収 

2019 年末から世界を席巻した

新型コロナウィルス感染症拡大は、

我々の生活を一変させ、この約 1

年半、我々のロータリークラブの

活動も自粛を余儀なくされました。 

この文書を記載している 2021 年 6 月末時点は、コロナ

第 4 波による緊急事態宣言がようやく明け、ワクチン接種

も徐々に進み始めたところではありますが、東京オリンピ

ックを控え、また新型コロナ株の脅威も出始めており、未

だ全く予断を許さない状況が続いております。 

このような状況の中で、53 期 箕面ロータリークラブ

において私が掲げる会長テーマは 

「変わらないもの・変えてはいけないもの」です。 

既述のとおり、我々の生活はコロナウィルスにより「新

常態（ニュー・ノーマル）」「リモート」「ソーシャル・

ディスタンス」などの言葉に象徴されるように、劇的な変

化を強いられました。 

コロナ禍以前でも、情報通信技術等や AI などの発達に

より、その変化の速度は年々速まるばかりです。確かにス

マートフォン等の情報通信機器、ソーシャルネットワーク

の革新的な普及により我々の暮らしは一変し、必要な情報

を必要な時に入手でき、利便性は昔に比べ飛躍的に高まり

ました。  

ただ、その反面、便利なスマートフォンの画面を通じて

我々に飛び込んでくる情報は、政治家への不満や芸能人の

ゴシップ情報、匿名人による記事に対する心無い批判コメ

ントなどばかりです。これらの情報は確実に我々の心を荒

んだ方向に導いているはずです。 

我々人間は変化を受け入れ、進歩していかなければなら

ない存在であることは事実です。しかしながら、あまりの

変化の速度に、我々は翻弄され、変化に乗り遅れてはいけ

ないというプレッシャーに晒されながら日々を過ごして

いるのではないでしょうか？ 

我々人間には昔から変わらない、変えてはいけない普遍

的なものがたくさんあるはずです。そして人生において、

消化できる情報は限られています。日々の社会生活で否応

なく抜け出すことのできない、情報や変化の渦の中にいる

私も含めた会員の皆様には、せめて、箕面ロータリークラ

ブの例会の時間だけは、我々にとって「変わらないもの・

変えてはいけないもの」の存在に思いを馳せる時間に充て

ていただければというのが、私の今期のテーマに込める思

いです。 

リモートは安全でかつ無駄な時間が節約できるとても

便利なツールです。しかし、実際に人に会うこととは全く

異なります。人は人と面前で対話をするときに顔や言葉だ

けを追っているのではなく、その人の全身から放つ雰囲気

を、視覚以外でも感じながら対話しており、会うことによ

って生まれる気づき、新たな良好なコミュニケーション、

心情の高まり、友好の深まりが必ずあります。これはどん

な時代でも変わらないものです。 

私は５３代目の会長のバトンを引き継ぎます。５２年も

の長い歴史を有する箕面ロータリークラブで、当然ながら

お目にかかったことのない先代の会長が圧倒的に多い中、

私はこれから 1 年間託されたバトンを未来に託していく

責務を負います。今後まだ見ぬ未来の箕面ロータリークラ

ブの会長へバトンを繋いでいくのです。これは我々人間に

おける祖先から子孫へのバトンと同様で、会ったことのな

い過去の人から、これから未来のまだ会ったことのない人

にバトンの糸を紡いでいるのです。 

その意味で、箕面ロータリークラブそのものが変わらな

い、変えてはいけない存在なのです。箕面ロータリークラ

ブの歴史を止めてはなりません。受け継いだバトンを、歴

史ある箕面ロータリークラブの名に恥じぬよう、この 1

年間会長としての活動に邁進し、芝野エレクトへとバトン

を繋いで参ります。 

また、今期は私が比較的今まで得意としてきた会員増強

については真剣にこの 1 年励んでまいりたいと思います。 

未だコロナの恐怖が渦巻く中ではございますが、しっか

りと対策を施し、コロナとうまく付き合いながら、いずれ

明けるコロナ禍に備え、少しずつ反転攻勢の構えを示して

いきたいと思います。 

・2021-22 年度 国際ロータリー 会長シェカール・メータ

氏の RI 「SERVE TO CHNGE LIVES」 ～奉仕しよう 人

生を豊かにするために～  

・2021-22 年度 国際ロータリー 第 2660 地区 ガバナー 

吉川 秀隆 （大阪ＲＣ） 地区重点目標は「教育の支援」 
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◆お誕生日お祝い◆ 

  ７月 ８日 庄司修二会員 

     １４日 上島一彦会員 

    １９日 浦  収会員 

       ３０日 片山秀樹会員 

       ３０日 渡部天介会員（欠席） 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆皆様、おめでとうございます☆ 

 

 

◆林会員、ご息女ご結婚お祝い◆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆米山奨学金授与  イアン・パンニャー様◆ 

皆様、こんばんは。 

久しぶりに例会に参加し、皆様に

お会いできて嬉しいです。私は元

気で過ごしています。大学で勉強

することも出来ていますので、

色々な人とコミュニケーションを

取ることが出来ています。そして

報告なのですが、就活が終わりま

して、来年度から埼玉県に引っ越

しをすることになりました。皆様

のおかげで経済的な心配をすることなく勉強できたので、

本当に感謝しております。 

 

◆浜地会員ご挨拶◆ 

以前お世話になっておりました

豊嶋が、6/1 付で本社に移動に

なりましたので、今後こちらの

ほうに参加させていただきます、

箕面観光ホテル管理部の浜地と

申します。よろしくお願いいた

します。皆様の名前とお顔が一

致するまで少しお時間をいただ

き、わからない事ばかりですので、どうぞご指導のほどよ

ろしくお願いいたします。 

 

 

☆吉岡邑玲様『えほんこんさーと』ご案内 8/4☆ 

～0歳から大人までみんな集まれ！音もだち～ 

（会場：メイプルホール小ホール） 

プログラム：ブレーメンの音楽隊 

 

8月 4日（水） 

開演：【1回目】午後 1時 30分 

（開場：午後 1時） 

   【2回目】午後 3時 30分 

（開場：午後 3時） 
 

チケット発売日：緊急事態宣言が解除され

施設が開館した後、窓口にて発売開始となります。 

料金（全自由席）： 
［前売（各回）］一般 1,000 円、小学生以下 500 円 
［当日（各回）］一般 1,500 円、小学生以下 800 円 
※3 歳未満無料 各回限定 50 席 

【出演】 

楽楽クラシカル（五十嵐香美／フルート、上野裕子／マリ

ンバ、槇智花／ピアノ）、吉岡邑玲（ヴァイオリン） 


