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◆次回の例会プログラム◆
２０２１年 10 月 14 日（木） 第 2490 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◆
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 30 日（第 2488 回例会）
Zoom 例会
（出席報告）
会員数 28 名 出席者 16 名
出席率 61.53％

葉をよくつけてしゃべります。「クソおもろない」とかよく言
います。下の息子は「じみに」が口癖です。「騒ぐほどでも
ないが確かに」という言葉の言い換えらしいのです。親父
としては気になって仕方ないのですが、そんな小さいこと
で目くじらを立てても、くせや時代だからそんなものかなと

◆会長挨拶◆

浦

収

放置しております。僕らの若い時代も、覚えている限り、
完全に死語として葬られた「ナウい」から始まり、「ダサい」
などもその頃から出始めたのではないしょうか？今は定

本日は肩の力を抜いた話です。
以前、若い大手不動産業者の営業の方で、私は会っ

着しております。「チョベリグ」なんていうのもありましたよ

たこともないのですが、不動産物件の隣接地の担当で、

ね。ネットで調べたところ昨年の記事ですが、女子高生が

私に至急で重要な用事があったらしく、私の携帯電話に

SNS で使う言葉で、面白くて思わず笑ってしまうものがあ

何度も電話があり、タイミング悪く出られませんでした。そ

ったのでご紹介します。

の後何度か電話があり、数日後ようやく私が電話に出るこ

「フロリダ」わかります？「風呂に入るから会話から離脱す

とが出来たときに、「初めまして！鬼電すみませんでし

る」ことを指すそうです。

た！」との切り出し。『鬼電。。。？？？』ああ何回も電話か

「チー牛」＝チーズ牛丼⇒オタク・陰キャ・ダサい人の意

けることをそういう言葉で若者は表現するんだなあ、、、で

味で使うそうです。チーズ牛丼に失礼かなと思います。

もいきなり初めてしゃべる人にはそういう言葉選びは良く

「あたおか」タピオカではありません。＝頭がおかしいとい

ないなあ、、、と思いました。先日高校生の息子を塾に車

う意味です

で迎えに行ったとき、到着してラインをしました。「せんりと

「しごおわ」＝仕事終わり 「バ先」＝バイト先 などなど

の前に車止めているから来て」と送ると、返事は「ん」だけ。
打ち間違いかなと思いましたが、「うん」の略だそうです。

話は変わりますが、9 月 25 日土曜日の日経新聞の記

りょうかいは「りょ」「り」などに略して使われているようです。

事で、文化庁が世論調査をし、「がぜん」という言葉の意

最近は「了解道中膝栗毛」と送る若者もいるようです。

味を「とても、断然」と同じ意味と捉える人が 67％に上るこ

また、家での息子たちの会話では、よく「クソ」という言

とが分かりました。私もそんな意味かな程度に思っていた
人間の 1 人ですが、本来の意味は「急に、突然」で、その
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ように答えたのは 23.6％でした。
本来は「誰しも成し得なかったことをすること」意味で使
われる「破天荒」は 65.4％の人が「豪快で大胆な様子」と回

・秋の RYLA セミナー
秋のＲＹＬＡセミナーを摂津ロータリークラブがホストク
ラブとして開催。今年度は完全オンラインでの開催と
決定。日程： 10/30、31、11/3 ３日間

答しました。中国の官史登用試験である科挙で合格者が
出なかった地域＝天荒から合格者でることに由来する故事
成語です 。「すべからく」は「すべて 、皆」と捉える人 は
32.1％で 54.8％は本来の意味「当然、是非とも」で回答し
ました。「寸暇を惜しまず」は 45.3％、本来の言い方である
「惜しんで」が 38.1％で「惜しまず」の方が浸透。「明るみに

・50 回ロータリー研究会 記念講演会について
「ポストコロナの生命哲学」
ロータリー会員でしたらどなたでもオンラインでご参加
いただけます。詳しくは事務局まで
◆戦略計画フォーラム◆

なる」43％と本来の「明るみに出る」44％と拮抗。「とても」と

戦略計画委員長

庄司 修二

いう意味で「めっちゃ」を使うことが気にならないという人は
80％。おそらくダウンタウンのおかげで関西弁が全国の市

本日は戦略計画委員会のフォーラムを開催いたしま

民権を得たのだと思われます。「すぐに」の意味で「そっこ

す。フォーラムの流れは、まず皆様でのグループミー

う」、そして息子が使う「じみに」ともに許容する人は 6 割。

ティング、そのあとグループで話し合った内容につい

冒頭の「とても」意味で使われる「鬼」については許す人は
23.1％と違和感の方が多いなどの結果があります。文化庁

て発表していただき、最後に会長講評をいただく予定
にしております。どうぞよろしくお願いいたします。

は「言葉は変化するもので、本来と違う使われ方などの現

戦略計画委員会では、以前（2020.1）
『会員満足度ア

象は一概に言葉の乱れとは言えない」と結論つけておりま

ンケート』を作成し、皆様に送らせていただきました。

す。言葉は「変わるもの」。興味深い調査結果でした。ちな

そのアンケート結果は、例会にて発表する予定だった

みに同調査ではコロナ関連の言葉の定着状況も調査して

のですが、私の体調不良及びコロナ禍のため延期とな

おり、「不要不急」「コロナ禍」「３蜜」「濃厚接触」などの言葉

っておりました。本日、1 年半ぶりとなりますが、
「会

は説明をつけずにそのまま使って良いが 6 割で、「説明要」

員満足度アンケ―ト」結果を発表させていただき、聞

「他の言葉に変えた方が良い」を圧倒的に上回っているこ
とが分かりました。ただし、「ウィズコロナ」という言葉だけは
肯定的な意見は 3 割に留まり、説明や他の言葉への置き
換え必要が大半を占めている状況です。

いていただきたいと思っております。この後のグルー
プミーティングでのテーマについては、浦会長が掲げ
ておられます「変わらないもの、変えてはいけないも
の」を考えながら、箕面ロータリークラブの在り方に
ついて具体的な要望などを出してください。そして、

言葉、日本語って面白いですね。言葉についても今後

それをお聞きした上で、委員会にて検討していきたい
と思っております。

掘り下げていきたいテーマです。

私は 2002 年 9 月に入会いたしましたので、丸 19 年
が経っています。入会してから現在まで、箕面ロータ
◆幹事報告◆

山本 貴雄

リークラブが変わったと、私が感じていることを申し
上げます。

・10 月の例会
7 日 例会場にて対面式例会
卓話 イアン パンニャー 様
14 日 移動例会（会場検討中）
21 日 例会場にて対面式例会
卓話 尾崎夏樹 会員
28 日 ハイブリッド例会（メイプルホール内講義室）
卓話 三上智子 会員

私が入会してから 19 年が経った現在、箕面ロータリ
ークラブの会員の皆様の中で、私より先に入会された
方は 6 名程となっております。この間に、例会の在り
方も大きく変わってきております。19 年前には Zoom
例会（会場に足を運ばない例会）など考えられません
でした。今やハイブリッド開催も行われております。
大阪 2660 地区では Zoom で例会を開催しているクラブ
はまだ少ないと聞いておりますが、その中で箕面ロー
タリークラブは色々な面で進んでいると言えるのでは
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ないかと思います。会報も昔は紙ベースであったもの

【グループＡ】

が、いまは LINE、メールで会員に送信されるようにな

・世代や立場によって意見、感じ方が違う。

りました。また、例会前には必ず事務局に寄ってから

・ロータリークラブはステータス性が高いが、箕面

例会に参加するというスタイルでしたが、それも変わ
ってきていると感じます。

ロータリークラブは寛容であると思う。
・ステータス、厳格さを持つロータリークラブに若

私自身も 52 歳となりました。あと 7 年したら出席免

い方を入会していただくために、どうバランスを

除会員にしていただき、長男を入会させ、3 世代同時会

取っていくかが課題であると思う。
「変わらないも

員となることを目指しております。私は 19 年間の間に

の、変えてはいけないもの」との共存が大切だと

700 回以上の例会を重ねており、ほぼ出席でありました。

感じる。

最近はコロナ禍や仕事との兼ね合いで参加できており
ませんでしたが、これからも例会には参加していきた

【グループＢ】

いと思っております。

・情報発信の方法、広報の在り方が大事になってく

では最後に、戦略計画委員会『会員満足度アンケー
ト』の結果を少しご紹介させていただきます。

るのではないか
・会員増強について、若い方や仕事が忙しい方の入
会について、Zoom 参加を可能とするなどの対応、

*ロータリークラブの組織としての現状についてどの
ように思われますか

例会を月に一度は Zoom にするといった選択肢を広
げていかないと、これからは難しいのではないか。

・現状に満足している、活発に活動しているという
意見が多かったのですが、現状に不満があるとい
う方も 3 名おられました。

・ＩＴを如何に活用していくか。
・
「変えてはいけない」事を維持、守っていくために、
逆に変えていく事も必要になってくるのではない

*会員構成についてどう思うか

か。

・バランスが取れていないという意見も 4 名おられ
ました。

【グループＣ】

*会員の勧誘について

・箕面らしさを残していきたい。これまでずっと続

・不十分だとおもうという意見もありました。

けてきたＤＮＡとして流れているものがあると思

*箕面ロータリークラブの活動についての参加状況

う。若い人達に残していきたいものは何か考えな

・例会には積極的に参加という意見が多い中、義務
的に参加という方も 2 名おられました。
*クラブ会費について

ければいけない。
・食事を取りながらの例会の形は残していきたい。
・家族を同伴するような企画は続けていきたい。

・妥当との意見が多い中、過度、高いのではという
意見もありました。

・
（例会などで）時間を厳守することへのこだわりを
持つことで、それが品格に繋がっていくと思う。

*ロータリークラブに入会して良かったと思われる事
・尊敬、信頼できる多様な会員との出会いがあった
等の意見がありました。

そういった姿勢を残していくべきではないか。
・何よりも会員増強するべきである。会員が増える
ことにより、様々な意見が集まって、クラブの活

*毎週の例会を楽しまれていますか

性化に繋がっていくのではないか。

・はいとお答えの方が非常に多かったです。

・委員会活動を増やしていくべき。

（いいえの方はおられませんでした）

・クラブビジョンの策定は、毎年会長が変わり、
会長毎のビジョンを策定するということになって

☆戦略計画フォーラム グループディスカッション☆
例会参加会員を４グループに分け、下記の項目につ

いるので、それで十分ではないか。
・もしクラブビジョンを策定するのであれば、地域

いてグループディスカッションを行った。

に密着して活動し続けるという事を軸にしたビジ

① クラブをより良くするために変えてはいけないもの

ョンをつくっていくべきではないか。

② クラブをより良くするために変えていくべきもの
③ クラブビジョンを策定すべきか
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【グループＤ】
・顔を合わせての親睦会をどんどん行うべき。家族
同伴の旅行なども開催したらよいのではないか。
大きな企画をしていくよりも、集まりやすい企画
にして、皆が集まって楽しむことが大切だ思う。
・家族（子供含む）を連れてのイベント（芋ほりや、
果物狩り、グランピングなど）の開催。
・奉仕活動については、皆が集まってゴミ拾いをす
るというような事でも良いのではないか。皆で集
まって何かをすることが大切だと思う。
・クラブ運営については、例会は、例会場にて食事
を取りながら行うべきだと思う。例えば『風の杜』
などで食事をとりながら例会を行うようなことも
考えてみてはどうか。また、移動例会を増やして
はどうか。
【浦会長講評】
皆様、お疲れ様でございました。皆様のご意見をお
聞きして感じたことは、ロータリーという団体は奉仕
の精神、ステータスという軸があって、そこに箕面ロ
ータリークラブのアットホームさ（地域との繋がり、
癒し、あたたかさ、箕面の自然）があり、この二つが
大きな一つの軸となっていると感じました。そして、
難しいことは考えず、箕面ロータリークラブでの時間
が好きでここに集っているようにも感じました。私自
身は、皆様のお話を聞いてお話をして、ここで過ごす
ことで安心や癒しを感じております。
1 年半前「会員満足度アンケート」に、私はこの様な
ことを書いておりました。
『51 年続いているクラブの伝統の重さを感じつつ、
紡いでいくもの、変えていくものを明確にしなければ
ならない。難しい事を考えず、違反せず、当事者とな
り一瞬でも感動を感じることが出来ればよい』
今も全く気持ちは変わっておりません。そして、や
はりまずは会員増強が大切です。仲間を増やしてまい
りましょう。皆様、どうぞご協力お願いいたします。
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