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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 11 月 18日（木） 第 2495回例会 

   卓話： 前田 建司 会員 
 

◆前回例会◆ 

 2021年 11月 4日（第 2493回例会） 

       卓話 片山 秀樹 会員  

（出席報告）     

 会員数 28名 出席者 18名 

 出席率 72％   

 ゲスト イアン パンニャー 様 

            

◆会長挨拶◆            浦  収 

 

皆様、こんばんは。箕面で仕事関係の新会社設立のた

め、地名の由来などを調べていて、箕面の歴史、地名

など勉強になったことをお伝えします。 

 

王朝時代、朝廷は全国に至る官道を作った。都から

西国へ延びる西国街道（古代は山陽道）は箕面市域を

通っており、京の羅城門(朱雀大路の平安京の城壁の正

門、芥川龍之介の小説の舞台羅生門)から九州の太宰府

に至る大路で、こうした官道には３０里（１６Km）毎

に駅（うまや）が置かれていた。 

私たちの箕面にも草野（かやのの）駅（うまや）豊

嶋牧(てしまのまき)が設けられ、緊急の官人の旅用に

馬と食糧を提供した。中世になると瀬川は宿場となり、

京と西国を結ぶ近道として賑わう重要な道になります。 

これは箕面市のホームページからですが、箕面の歴

史は丘陵や山地のふもとからはじまり、市域の南部に

広がる千里丘陵の西端、瀬川地区からは縄文時代の土

器や石器が発見され、数千年のむかしに人々がこの地

区で生活したことが知られます。萱野の北、如意谷の

山中からは銅鐸が出土し、この近辺に弥生時代の人が

生活していたことをうかがわせます。 

中近世の箕面は、西国街道を行き交う人々や、西国

二十三番札所である勝尾寺、役行者ゆかりの瀧安寺な

どを参拝する人々で賑わい、それにともなって様々な

道が設置されました。 

近年になってようやく、旧街道や古道が「歴史の道」

として評価され見直されるようになりました。この箕

面には、十数の道が通っていたといわれています。 

＜勝尾寺表参道＞ 

勝尾寺への参道は幾筋もありますが、西国街道に面し

て建つ粟生新家の大鳥居からまっすぐ北へ、粟生外院

の帝釈寺の横を過ぎ、府道箕面池田線を横切り山へ入

って行く道が表参道です。 

＜箕面街道＞ 

西国街道を牧落の高札場跡で南北に横切っているのが

箕面街道で、大坂(阪)から箕面寺（瀧安寺）への最短

距離の道でした。 

「萱野」という地名から、最近仕事で箕面市の萱野

（旧芝）に行くことも多く、萱野三平記念館を見るこ

ともあり、箕面で生まれ育ちながら、その名前は聞い

たことはあるのですが、この度調べる機会に恵まれま

した。 

萱野三平は赤穂藩士。俳諧の世界にもその足跡を残

した萱野三平（俳号・涓泉けんせん）の旧邸長屋門は、

元禄の面影を今に残す歴史遺産として、大阪府の史跡

に指定されています。 

赤穂浪士の事件の発端は、赤穂藩主の浅野内匠頭が、

彼が江戸城本丸「松の廊下」にて、吉良上野介を斬り 

◆今週の例会プログラム◆ 
２０２１年 11 月 11 日（木） 第 2494回例会 

    落語： ご出演 桂 弥壱 様 
             （卓話担当）林たかみ 会員 
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つける事件が起きました。時の将軍、徳川綱吉はこの

出来事に激怒し、浅野は即日切腹。赤穂浅野家はお取

り潰しとなります。一方の吉良は眉間と背中を斬られ

たものの傷は浅く、彼自身にはなんのお咎めもなく、

江戸時代の慣習は「喧嘩両成敗」。それなのに吉良に何

の罰も与えられなかったこの結果を不服とする赤穂藩

の旧藩士たちは、藩主の無念を晴らすべく、大石内蔵

助ら 47名の藩士は水面下で仇討ちを行います。 

この藩主の刃傷事件の赤穂への第一報を届けたのが、

萱野三平でした。 

藩主への忠誠という武士の美談として語り継がれる

物語です。吉良邸への討ち入りは 1702年の 12月 14日

未明に吉良邸へ討入り。しかし萱野三平は四十七士で

はなく、吉良邸討ち入りには加わっておりません。い

わゆる４８人目の志士と言われておりますが、討ち入

りから 11ヶ月前に萱野三平自邸で自害したのです。 

萱野家は代々大島家の家臣で一族の中に紀州家で槍

奉行を務める者がおり、一方吉良家も将軍家、紀州家

と血縁関係がある家柄。三平は亡君浅野内匠頭への忠

節、起請文を交わして仇討ちを誓った仲間への義理と

事情を知らぬ父が薦める他家への仕官との板挟みで進

退極まり苦悩の末に自決を決断するに至ったのです。 

これら一連の出来事は、地名の由来から、地元の歴

史へとつながる自分自身よき教養となる出来事でした。

ふるさと箕面を新たに発見することができました。 

 

◆幹事報告◆             山本 貴雄 

・11月例会予定 

   11日 卓話 担当 林会員（落語） 例会場 

    18日 卓話 前田会員 例会場  

    25日 移動例会 職業奉仕委員長 上島会員 

                          千里阪急ホテル 

 ・クリスマス例会のご出席確認のお願い 

 ・箕面社会福祉協議会 

 『創立 60周年記念地域共生社会シンポジウム』について 

 ・10/30～31 箕面 JC 主催 『箕面から始まる 100 キロ  

ウォーク』について幹事参加報告 

◆理事役員会報告◆ 

審議事項 

・11/25公開例会について→移動例会と変更する。 

・1/13、3/17移動例会開催について→承認 

・12月の理事役員会について→12/9例会後に開催 

・左手のピアノ国際コンクール協賛金について→承認 

・赤い羽根共同募金について→募金箱をまわす 

報告事項 

・10/14 移動例会収支報告について 

 

◆SＡＡ報告◆        ＳＡＡ  庄司 修二 

ニコニコ 

芝野弘三郎会員：11/7 満６９才になります。片山委員長、 

卓話よろしくお願いいたします。 

青 敬祐会員：卓話、片山さんよろしく 

庄司修二会員：上着忘れすみません。 

黄堂泰昌会員：片山 R 財団委員長、卓話よろしく 

西脇 悟会員：27 日で 75 になります。 

水島教絵会員、尾崎夏樹会員、木村知也会員、浦収会員、

山本貴雄会員、山根ひとみ会員、河野優作会員 

米山奨学会 

川端崇且会員：コロナ禍もおちついてくれたでしょうか？ 

上島一彦会員：片山さん、卓話よろしくお願いします 

山根ひとみ会員、黄堂泰昌会員、浦収会員、河野優作会員、

山本貴雄会員、庄司修二会員、木村知也会員、西脇悟会員、

尾崎夏樹会員、林たかみ会員 

ロータリー財団 

林たかみ会員、尾崎夏樹会員、上島一彦会員、浦収会員、

庄司修二会員、黄堂泰昌会員、山本貴雄会員、西脇悟会員、

山根ひとみ会員、 

ポリオ 

片山秀樹会員、木村知也会員、庄司修二会員、尾崎夏樹

会員、西脇悟会員 

 

 

◆１１月のお誕生日◆ 

      7日  芝野弘三郎会員 

    10日  佐藤 修会員(欠席) 

    21日  浜地 誠会員 

    27日  西脇 悟会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
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                                                     2021年 11月 11日発行会報 No.2489 

◆米山奨学金授与◆         イアン パンニャー様  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆卓話◆                       

ロータリー財団委員長             片山 秀樹 

 

本年度のロータリー財団委員長をさせて

いただきます片山です。今月はロータリ

ー財団月間ですので卓話を担当させて

いただきます。 

早いもので入会して 10 年目を迎えて

います。入会当初はロータリーの事もわ

からずに参加していましたが会長、幹事も務めさせていた

だき少しはロータリーの事を語れるようになりました。 

ロータリーは親睦と奉仕であると教えられ、毎週の例会

に出席することは当然とのことで、当初は何と大変なところ

に入会したかとの思いもありましたが今ではロータリーでし

か味わえないことを楽しむことにしています。 

親睦は例会、クリスマス例会などに参加することにより実

感することが出来ます。また、メークアップを実施することに

より他の地域の名士の方々の話を聞く機会が持てたこと、

甲子園球場で野球が出来たこと、地区大会などで大物の

話を聞けたことなどはロータリークラブに入会しているから

こそ可能であったと考えています。 

奉仕に関しては 1 人で出来ることは限られていますがロ

ータリークラブに参加することにより地域はもとより世界に向

けた大きな奉仕活動まで参画することが可能と考えます。 

 

私が担当しているロータリー財団委員会では皆様に財

団について理解していただき、寄付を集め、補助金事業を

実施することと理解しています。まず初めにロータリー財団

の歴史は 

・1905年 ポール・ハリスら４人でシカゴにて初のロータリー 

クラブ例会を開く 

・1917年 第 6代 RI会長、アーチ C. クランフが基金

の設置を提案 (財団の出発) 

・1928年 「ロータリー財団」として認証される 

・1947年 ロータリー創設者のポール・ハリスが亡くな

り多くの寄付が寄せられロータリー財団の発展のた

めに役立てられた 

・1978年 補助金のプロジェクト第一号としてフィリピ

ンでポリオの予防接種を実施 

・1985 年 「ポリオプラス・プログラム」を設置 

・2013 年 新しい補助金モデル（地区補助金、グローバ

ル補助金、パッケージ・グラント）が導入され、資

金の使途については地区に任されるように変更され

た 

 

以上の通り 100 年を超える財団活動の歴史において

26 ドル 50セントの寄付から始まった財団資金は約 11 

億ドルになるまで大きく発展し、長きにわたり人道的

分野や教育面などの支援活動を続けています。中でも

RIレベルでの活動として 1985年にスタートした「ポリ

オプラス・プログラム」により当初 125カ国に 35万人

以上いたポリオ患者は常在国がパキスタン、アフガニ

スタンの 2 か国にまで減少し撲滅まであと少しのとこ

ろまで来ています。また、ビル＆メリンダ・ゲイツ財

団は皆様からの寄付に対して 2 倍額の上乗せを約束し

ています。 

一方、当クラブでは財団補助金を活用したプログラ

ムが毎年実施されています。 

2013-2014「薬物乱用撲滅キャンペーン」 

2014-2015「遥学園の支援活動」  

2015-2016「箕面公園整備」 

2016-2017「あかつき園への寄付」 

2017-2018「箕面市国際交流協会へのグローバル教育へ

の支援」 

2018-2019「地域の安全促進のため子ども見守り用のぼ 

りと手持ち旗の寄贈」「2018年台風 21号に 

よる災害支援」 

2019-2020「市内の妊婦さんにマタニティーマークの寄 

贈」「消毒用エタノールの調達、配布による 

福祉施設、小中学校の安全確保」 

2020-2021「箕面市立多世代交流センターにおける介護 

     予防トレーニング機器の充実」 

2021-2022「箕面市成人祭の会場においてフォトスポッ 

トの設置」  

以上のとおり多くの奉仕事業を実施することが出来た

のはロータリー財団の貢献が大きかったと考えられま

す。本年度の寄付目標は 

・ロータリー財団(年次基金)==>150ドル/人 

・ポリオプラス基金==>50ドル/人 

 

ロータリー財団について理解を深めていただき、個

人では出来ない規模の奉仕活動の一つとして財団への

協力をお願いいたします。 


