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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 

◆次回の例会プログラム◆ 
２０２１年 10月 7日（木） 第 2489回例会 

   卓話： 米山奨学生 イアン パンニャー 様 
                       

◆前回例会◆ 

 2021年 9月 16日（第 2487回例会） 

Zoom例会  

（出席報告）     

 会員数 28名 出席者 15名 

 出席率 57.6％   

  

 

◆会長挨拶◆            浦  収 

私は箕面 RC の他に ITC－J 北大阪クラブという創立 

４0 周年を迎えるクラブに所属しています。コミュニケーシ

ョン技術の向上と指導力を学ぶ会です。先日そのクラブ

例会「温故知新」をテーマに会員がショートスピーチを行

う進行役を務めました。「古きを温めて(たずねて) 新しい

ことを知る＝前に学んだことや昔の事柄をもう一度調べた

り考えたりして、新たな道理や知識を見い出し自分のもの

とすることです。ご存じの通り、この「温故知新」は「論語」

の言葉です。「論語」と言えば私は現在 49 才「50 にして

天命を知る」という言葉がありますが、最近その言葉の意

味が少しわかってきたような気がします。論語の言葉はこ

のように我々の生活に広く根差しております。 

「論語」とは儒教の始祖「孔子」とその高弟の言行を、

孔子の死後に弟子が記録した書物です。孔子は紀元前

552 年～479 年に生きた中国春秋時代（紀元前約 770

年から 320 年間続いた時代）の思想家、哲学者であり、

釈迦、キリスト、ソクラテスに並び四聖人に数えられます。 

 

「論語」が日本に伝来したのは第 16代仁徳天皇朝時 

代(西暦 4世紀後半～5世紀前半)と言われています。(ち

なみに現在の天皇は 126代、初代天皇神武天皇即位は

紀元前 660 年と言われている。) 儒教は江戸時代の学

問教育中心となり、論語は一般の人に広く読まれ、朗読・

暗唱し日本人の教養書として当時欠かせない存在となり

ました。 

話は変わりますが、私の愛読書に新渡戸稲造の「武士

道」があります。1900 年にアメリカ人向けに英語で執筆さ

れ、ベストセラーとなり、ルーズベルト大統領が徹夜で読

みふけったと言われる名著で、逆に日本語に 1908 年に

訳されました。社会人になり上司に薦められ 20 年ほど前

に読み、感銘を受けました。新渡戸先生が「武士道」を執

筆したきっかけが、冒頭に記述されています。 

 

『～外国人法学者との会話～ 

外国人「あなたがたの学校では宗教教育というものが 

ないとおっしゃるのですか？」 

新渡戸「ありません」 

外国人は驚き「宗教教育がないとは。いったいあなた

方はどの様にして子孫に道徳教育を授けるのです

か？」 

新渡戸：この質問に愕然とし、即答できなかった。自身 

の善悪の観念を作り出した要素を分析すると後日そ 

れが「武士道」であったことに行きついた。 

 

武士道というとナショナリズムや右翼を連想されるかも

しれませんが、この本は新渡戸先生が記述するとおり、武

士道をヨーロッパの歴史・文学から類似の例証をあげて

説明しているのもので、外国人の読者の理解をより身近 

◆今週の例会プログラム◆ 
２０２１年 9月 30日（木） 第 2488回例会 

    フォーラム： 戦略計画委員会 
                       Zoom例会 
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なものにする目的で書かれた本で、論理明晰かつ美文で

流れるように心に響く名著です。お読みになったことない人

に是非お勧めです。 

 そしてこの本で、新渡戸先生は「武士道」の道徳的教義

は「孔子」の教えがもっとも豊かな源泉になっていると述べ

ています。よってまさに孔子の教え・論語は日本人の道徳・

倫理観の基礎といっても過言ではないのです。 

 私にとって、上記これらは一連の出来事で学び直したこと、

気づきがまさに温故知新でした。社会生活で様々な役割

が与えられますが、ITC－J北大阪クラブで得たきっかけが、

昔の学びを思い出すきっかけとなり、そしてロータリークラ

ブの会長スピーチのために、内容をフィードバックし、会員

に話せるようにまで、理解深めることができ、良い機会に恵

まれたと感謝しております。 

 最後に論語の中の私が好きな言葉で締めます。 

 元ラグビー日本代表ヘッドコーチ、エディジョーンズさん

が、代表合宿所に張り出していた言葉です。 

「義を見て為（せ）ざるは、勇無きなり。( 行うべきことを前に

しながらそれを行わないのは、勇気がないということだ)」 

日々の仕事で様々な試練に出くわしますが、なすべきこと

を勇気もってなしていきたいと思う今日この頃です。 

 

◆幹事報告◆             山本 貴雄 

・9月の例会 

23日 休会 

30 日 Zoom例会 フォーラム（戦略計画委員会） 

※10 月の例会開催につきましては状況をみながら

となりますが、現在は緊急事態宣言が９月末ま

でとなっておりますので、開催方法を理事役員

協議の上、皆様にご連絡させていただきます。 

 ・「第 10回面市民ゴルフ大会」参加者募集について 

 ・「2021年 8月佐賀・長崎豪雨災害」支援金について 

 ・2022国際大会、大阪ナイトについて 

 ・IM第 5組ガバナー補佐交代のお知らせについて 

 

◆委員会報告◆   

        ロータリー財団委員長 片山 秀樹 

9/4 に 2021-22 年度財団セミナーがありました。内容は

例年と変わりはありません。目標値を年間 1 人あたり財団

150 ドル、ポリオ 50 ドルと設定いたします。今年度は、まず

は皆様から目標金額を集めること、そして財団補助金事業

を行うという事を目標としていくとのことです。当クラブは毎

年補助金事業を続けて行っておりますし、今期も実施予定

であります。 

◆卓話◆              山根 ひとみ 

本日は自己紹介の卓話をさせていただきます。よろしく

お願いいたします。 

 

桜ヶ丘幼稚園を卒園して箕面市立西小学校に入学しま

した。小学校 3～4年の時の担任だった戎先生が特に思い

出深いです。今でも音楽活動をされていますが、当時、リコ

ーダー合奏でラジオ番組に出演したり、レコードを作ったり、

クラスでの思い出は音楽の授業のことばかりです。 

小さい頃から音楽に触れていたので箕面市立第一中学

校に入学したときは、迷わず吹奏楽部に入部しました。 

吹奏楽部はその時創部 2 年目でした。顧問の先生の熱心

な指導により吹奏楽コンクールにも出て、すぐに部員が増

え大所帯の吹奏楽団になりました。 

その後、大阪府立箕面高校に入学しました。「吹奏楽部

が強い」という理由で進学先を決めました。高校 3年間も殆

ど部活の記憶しかないぐらい練習に明け暮れていました。 

高 3 になり、部活を引退したら燃え尽きてしまって、その

先は音楽の道には進みませんでした。中学の頃から英語

が得意だったので、英語を活かせる道に進もうと関西外国

語短期大学に入学しました。 

その後は当時の人気職業であった航空会社に入社しま

した。入社試験の年に日航機墜落事故があり、亡くなられ

た方々にご冥福をお祈りすると共に、私たち訓練生は乗客

の命を守るという使命を全うするために訓練に励みました。 

産休、育休を含めて約 13 年間勤めました。フライトの話

をしたら何時間あっても足りませんので、またお食事の場な

どでご披露したいと思います。 

日々のフライトはほぼルーティーンワークなので、慣れて

くると当たり前になってしまいます。あるとき、お客様同士で

「今日のスチュワーデスは全然あかん。何もいいサービスし

てくれへん」と話しているのが聞こえました。大阪ー徳島と

短距離で上空に行ったらもう降下するようなフライトです。

私たち乗務員は特にサービスをするマニュアルはなかった

のです。しかしその言葉を聞き、短いフライトでも乗客はビ

ジネスマンばかりではなく、もしかしたら初めての飛行機の

方がいるかもしれない、もしかしたら、これが最後の飛行機

旅行の方がいるかもしれないと考えて、安全要員という意

識だけではなく、サービス要員としての自覚が足りなかった

と反省しました。笑顔ひとつでも「今日の飛行機は良かった

な。」と思って頂けるかもしれないし、体調が悪そうな方を見

かけたら、声をかける、など、短いフライトでもできることがあ

る、と考えるようになりました。 

学生時代は、好き放題して楽しく暮らしていましたが、社
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会の中では、相手を思いやり、決して手を抜くこと無く誠心

誠意で接する、という事を気づかされて勉強させていただ

ける機会が何度もありました。 

 

その最たる場所が「ロータリークラブ」です。会員の皆さ

んがご自身の会社の繁栄と発展のために尽力され、さらに

地域や世界を良くしていこうという奉仕の精神は、心から尊

敬しています。事務局員として、皆さんのご負担を少しでも

減らそうと努力しました。箕面ロータリークラブが地域や世

界で輝けるよう、縁の下の力持ちになろうと考えていました。

毎年会長が替わるので、それぞれの年度でカラーが違い、

どの年も思い出があります。 

西宮会長の時は、ひょうひょうとした雰囲気で、パソコン

に長けていらっしゃるので事務局のわからない部分をカバ

ーして頂きました。 

上島会長は、薬物乱用撲滅キャンペーン大会で、素晴

らしい企画力を学び、集客の難しさも勉強しました。 

尾上会長は、地元を大切にする取り組みをされてきまし

た。 

庄司会長は、念願の甲子園での野球で、有言実行で素

晴らしいと思いました。私も甲子園のベンチに入れて嬉し

かったです。 

前田会長は、クラブの潤滑油として温かい雰囲気の一年

でした。前田会長からアンガーコントロールを学べたような

気がします。 

木村会長は、特筆すべきはTEDｘOsakaU でのご登壇

です。貴重な空間を共有させて頂きありがとうございまし

た。 

片山会長は、超理系で、クラブの刷新にご尽力されまし

た。目からうろこの Excel の技を教えていただき、ありがとう

ございました。 

林会長は、毎週の会長挨拶の内容やマタニティーマー

ク事業など、女性らしい視点で、私の議員活動の参考にな

ります。 

 

ロータリークラブでお仕事をさせていただき、地域とのつ

ながりや人と人とのつながりが如何に大切かを学ばせてい

ただきました。よく、会員のみなさんが「例会に来たらホッと

するねん。」とおっしゃっていましたが、先日皆さんのお顔

を拝見して私もその気持ちがわかりました。会員の皆さん

は普段からお仕事で切磋琢磨され、社会の第一線で戦っ

ていらっしゃる方々ばかりです。様々な業種が集い、駆け

引きや損得勘定がないクラブ会員のつながりは、まさにホッ

とする場です。 

私は 54歳で人生の後半戦です。これからは時間を無駄

にせず、何事にも全力投球で取り組もう、と決めています。 

若い頃は時間はいくらでもあると思っていましたが、今は時

間がもったいなくて常にせかせか動いています。よく友人

から「山根さんは止まったら死ぬサメみたいやな」と言われ

ます。まさにサメのように、常に前に向かって泳ぎ続けたい

と思います。 

 

 これからロータリーでお世話になる中で、多くのことを学

べるのは本当に幸せで、私の財産になります。いくつにな

っても新たなことに挑戦するのは楽しいですね。 

皆さま、今後とも末永くよろしくお願いいたします。 

 

  

◆卓話◆ ※8月 26日 第 2484回例会卓話 

                    西脇 悟  

昨年度に引き続き、本年度も社会奉仕委員長を担当

させて頂きます西脇でございます。どうぞよろしくお

願い致します。今年度もコロナ禍の影響は大きいもの

となっております。過日、来月９日に予定しておりま

した「交通安全卓話」講師依頼のために、箕面警察署

交通課にお伺いしたのですが、警察のほうにもコロナ

禍の影響による講演等自粛の指示がでているそうで、

残念ながら延期にせざるを得ない状況となりました。   

社会奉仕活動として、昔は学校への「出前授業」など

面白い企画がありました。社会奉仕委員会としまして、

色々な行事を考えていたのですが、現在はすべて出来

ない状況となっております。少しでも、この状況が良

い方向に向かいましたら、また行事等を企画したいと

思っておりますので、その時にはご協力をお願いいた

します。 

 

さて、委員長として卓話をする際には、自己紹介を

するのが習わしとなっておりますので、簡単に私個人

の自己紹介をさせていただきます。 

 

 私は一度ロータリークラブを辞めて、また戻って再

入会させて頂いた者です。私の父親は１８代目の幹事

をさせて頂いておりました。私自身は４１代目の芝野

会長の時に幹事をさせていただいております。その後

仕事の関係でお休みを頂きまして、４８代目前田会長

の時に戻らせて頂きました。変則的な会員で申し訳な

く思っておりますが、ロータリークラブは大好きでご

ざいます。いつもバッジをつけて仕事をしております
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が、ロータリークラブの会員として最後まで頑張って

やっていきたいと思っております。改めてよろしくお

願いいたします。 

 

私は、鳥取県鳥取市で生まれました。なぜ鳥取かと

いいますと、父親は大阪に住んでおりましたが、学徒

出陣で海軍にとられ、昭和 20年の終戦ですぐに大阪に

戻ってきたところ、自宅が空襲で焼けてしまっており

ました。そこで家族が疎開しているという鳥取まで行

き、そこで結婚し、私が生まれたという訳です。とい

う事で、私は昭和21年生のいて座のＢ型でございます。   

その当時、父親が何をしていたかと申しますと、旧制

大学を出ていたのと、世の中に男性が少なかったので、

鳥取市役所に無条件で採用されました。その後、鳥取

地方裁判所の書記官になりました。ところが昭和 24年

にレッドパージで公職追放となった同僚をみて国家公

務員と言えどもそんな事になってしまうのだと思い、

一発奮起いたします。計理士の資格と、裁判所に務め

ていたことも有り、司法書士の資格を貰いましたので、

それらを活かして一人で開業することになります。阪

急蛍池駅前に、ほんの 2,3 坪の小さな事務所を開きま

して、そこで仕事をしておりました。昭和 26年頃の話

です。司法書士が一番稼ぎが良かったそうで、最後ま

で司法書士会だけは退会しませんでした。息子である

私も父を見習い、同じような道、法務、労務、税務の

道に進むべきと考え、昭和47年に行政書士試験に合格、

同 49年に登録をしました。今では行政書士業界の中で

古だぬきみたいになっております。とはいえ、行政書

士だけをしている訳ではありません。社会保険労務士

という資格をご存知でしょうか。元々は行政書士が行

っていた資格です。新制度発足時は当時の行政書士で

あれば当然貰えた資格だったのです。労務士の仕事を

してもよい行政書士ということです。ただ資格を持っ

ていても、あまり知らない仕事に手を出すと恥をかく

ことになってしまいますので、今は、他の先生に委ね

ており、行っておりません。 

 

私のロータリークラブの職業分類は行政書士であり

ますが、その他に某医療法人の事務長もしております。

事務長代理の時から数えましたら35年もの間携わって

おります。この法人が、箕面森町にあるクリニックを

買収いたしまして、今年の 4 月に小児科・小児外科・

内科をオープンしました。オープン前はどうなる事か

心配しておりましたが、今は大盛況となっております。  

あと一つは、私の入っているビルのオーナー一族に、

相続対策の仕事を頼まれて請負っております。その仕

事をする代わりにビルの中の２室を与えられ、無家賃

で入居させていただいております。 

 

75 歳眼前のこの歳になって三つの肩書を持ち、この

ように第一線で働けていることは、大変幸せな事だと

感じております。不思議なもので社長としてバリバリ

仕事をしていた友人も、仕事を引退した途端、別人の

ように老け込んでしまっています。やはり元気なうち

はいつまでも働いていたいと思いますし、ロータリー

活動も、いつまで出来るかは分かりませんが、足腰が

たつ間は、ご迷惑をお掛けしながらも、頑張っていき

たいと思っております。どうぞ皆様、よろしくお願い

致します。 

 

 

 

 

☆「ロータリーの友」クラブ記事掲載のお知らせ☆ 

 箕面ロータリークラブ創立50周年記念事業の紹介記 

事が、ロータリーの友 9 月号（P.54）に掲載されま

した。 

  

 

【お詫び】 

現在例会は Zoom 開催となっておりますので、  

ロータリーの友 9 月号はまだ皆様にお配りできて

おりません。 


