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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 12月 9日（木） 第 2497回例会 

   半期（仮）決算報告/年次総会 
    

◆前回例会◆ 

 2021年 11月 18日（第 2495回例会） 

  卓話：前田建司 会員 

 

（出席報告）     

 会員数 28名 出席者 18名 

 出席率 72％   

  

◆会長挨拶◆            浦  収 

 

今期のテーマ「変わらないもの 変えてはいけないもの」

の根幹は親子の絆だと思っております。ある意味変えよう

がないものかもしれません。本日は私の息子の話をしたい

と思います。 

先日、小学校 6年生の下の息子の体育参観を見に行っ

たときに、彼は各競技の間で、次の競技の準備係をしてい

ました。自分で立候補してその役目を引き受けたそうです。

2 年前は学級委員長、昨年も別の役を引き受けていました。

全て自分から立候補したそうです。彼曰く、普通に学校生

活だけをおくっていても面白くない。何か別の役職を務め

ることで学校生活がより面白くなるので、自分から立候補す

るそうです。おお、我が子ながら立派な偉い考えを持って

いるなと思いました。そういう意味でも私も当クラブの会長

職をさせていただき、ロータリークラブ活動の本当の面白さ

を味わうことができていると感じでおります。会長、幹事は

自身の判断でロータリークラブの活動を進めていくことで、

自分のやりたいことができ、ロータリークラブの活動の神髄

が味わうことができ、とても面白いですから、会長幹事未経

験の方は是非、経験された方が良いと確信をしておりま

す。 

また、私は最近、箕面ロータリークラブで会長を務めさせ

ていただいていることを絶好の自己 PR と思い、友人・知人

によく話します。大阪市内のロータリーに入会している同世

代の友人も複数おります。みんな開口一番「すごいなあ！」

と言ってくださり、そのあとには必ず「大変でしょう？仕事で

きないのではないですか？」なんて言われます。が、私自

身はそんな大変な全く意識がないので、皆そう思っている

のかあというくらいの感覚です。その分山本幹事や事務局

永島さんは大変だとは思うのですが。 

 

子供の話に戻りますが、育児は育自といいますが、そう

いえば子供からはいろんなことを教わってきたなと思い返し

ました。以前家内が出かける用事があって、私と下の息子

が留守番をする場面があり、「洗濯機の自動洗濯が終わっ

たら、洗濯物を干して置いてね」と私と息子に言って出てい

きました。私は仕事で普段忙しくしているので少しイラっとし

て「それはそちらの仕事だろう？」と心の中でつぶやきまし

たが、仕方なく洗濯物を干すことにしました。1 人暮らしもし

たことがなく、洗濯物を干すという経験がラグビー部の合宿

の時に先輩の命令でさせられたとき以来でしたので、とても

億劫に感じていました。 

すると息子は洗濯機が終わるとさっさと洗濯物を干す作

業を始め、「お父さん洗濯物干しやるよ」と誘われました。

息子は小さい時から母の手伝いで洗濯物干しをよくしてい

たようで、手慣れたものでした。「ハンガーにかけるときはこ

うやって衣類を伸ばすんやで」と母に教えられたことを私に

教えながら、さっさと二人で作業すればあっという間に洗濯

物干しが終わりました。 

◆今週の例会プログラム◆ 
２０２１年 11 月 25日（木） 第 2496回例会 

   卓話： 上島 一彦 会員 
     「素晴らしい箕面！次世代のために！」 

千里阪急ホテルにて 
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大人は勝手に、自分の仕事の領域や線引きを設けて、

その線を越えられたり、仕事相手がその領域の仕事をして

くれないことで、自分の勝手な都合で気分を悪くしたりする

ものだなあということに気づきました。それに引き換え子供

はそんなことは全く考えずに、ただお母さんのお手伝いを

進んでするだけで、不要なことは考えずにさっさと仕事を終

わらしている。なんだかイラっとしていた自分が恥ずかしく

なったことを覚えています。 

最近普段の仕事でも、代表をさせていだいており、従業

員さんが居てくれますが、あまり業務について、ここまでが

代表の仕事、ここからが従業員さんの仕事などと、不要な

線引きはなるべく自分の中でしないようにしようと心掛けて

います。もちろん分業は大切ですが。 

 

次回は千里阪急ホテルでゲストをお招きしての移動例

会です。皆様名刺を持参いただき、ゲスト様との親交を積

極的に行っていただく様よろしくお願いいたします。 

  

 

◆幹事報告◆             山本 貴雄 

・11月例会予定 

   25日 移動例会 職業奉仕委員長 上島会員 

                          千里阪急ホテル 

・12月例会予定 

    2日 休会（地区大会） 

    9日 半期決算報告/年次総会 例会場 

   16日 クリスマス例会 

   23日 納会 電話連絡により出席とする 

 

 ・クリスマス例会 会費について 

   大人 10,000円 こどもは無料（お子様用のお食事をご用意） 

  

 ・会長・幹事会報告 

① 今年度の IM第 1組ロータリーデーは中止 

② 2021-22年度フレッシュロータリアン交流会も中止 

③ 次年度ロータリーデーのホストクラブは大阪梅田 RC 

④ 2023-24年度ガバナー補佐候補者 

       →豊中 RC 武枝敏之氏 

⑤ マイロータリー登録率アップについて 

⑥ ガバナー補佐の選出方法について 

→立候補制から輪番制に変更となった 

        2025-26年度箕面 RCがホストクラブとなり、 

翌年度にガバナー補佐を選出することとなる。 

 

 ・箕面地区共同募金会（箕面市社会福祉協議会）赤い羽

根共同募金の協力について 

 

 ◆SＡＡ報告◆        ＳＡＡ  庄司 修二 

ニコニコ 

前田建司会員：本日卓話担当です。宜しくお願いいたしま 

す 

川端崇且会員：箕面市民ゴルフ大会で、ホールインワンを 

しました。ゴルフ歴 50年で初めて。次は 

何があるのでしょうね。 

青 敬祐会員：川端さん、おめでとう 

片山秀樹会員：前田さん、本日はよろしくお願いいたしま 

す。53回目の献血に行ってきました。 

70才までがんばります 

水島教絵会員（人羅一磨様）：箕面市民ゴルフお疲れ様で 

した。ありがとうございました。 

芝野弘三郎会員：前田さん、卓話宜しくお願いします 

黄堂泰昌会員：前田会員、卓話よろしく 

西脇 悟会員：前田会員、卓話よろしく！！ 

庄司修二会員、林たかみ会員、河野優作会員、浦収会員、

山本貴雄会員、山根ひとみ会員 

米山奨学会 

上島一彦会員：前田会員、卓話よろしくお願いします。 

黄堂泰昌会員、芝野弘三郎会員、浦収会員、河野優作会

員、山根ひとみ会員 

ロータリー財団 

浦収会員、河野優作会員、西脇悟会員、芝野弘三郎会員、

山根ひとみ会員、上島一彦会員、山本貴雄会員   

ポリオ 

西脇悟会員、山根ひとみ会員、浦収会員 
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◆卓話◆                      前田 建司 

 

本日は、西国三十三所巡礼につ

いてお話させていただきます。「変え

てはいけないもの」として、1300 年も

の間続いております西国三十三所

巡礼ですが、ご存じない方も沢山お

られると思います。そこで今からＤＶ

Ｄをみていただき、私からも少しご説

明をさせていただきたいと思います。

お配りしております地図を見ていただき、是非とも興味のあ

るお寺に行かれてみてはいかがでしょうか。 

 

『西国三十三所巡礼とは』 

☆日本最古の観音巡礼。西国三十三所のはじまり。 

養老 2年(718)､大和長谷寺の開山徳道上人は、病にか

かって仮死状態になった際、冥土で閻魔大王と出会い

ます。閻魔大王は、世の中の悩み苦しむ人々を救うため

に、三十三の観音霊場を開き、観音菩薩の慈悲の心に

触れる巡礼を勧めなさいと、起請文と三十三の宝印を授

けました。現世に戻った徳道上人は、閻魔大王より選ば

れた三十三の観音霊場の礎を築かれましたが、当時の

人々には受け入れられず、三十三の宝印を中山寺の石

櫃に納められました。 

それから約 270年後、途絶えていた観音巡礼が、花山

法皇によって再興されます。花山法皇は、先帝円融天

皇より帝位を譲られ、第 65代花山天皇となられますが、

わずか 2年で皇位を退き、19歳の若さで法皇となられま

した。比叡山で修行をした後、書寫山の性空上人、河内

石川寺の仏眼上人、中山寺の弁光上人を伴い那智山

で修行。観音霊場を巡拝され、西国三十三所観音巡礼

を再興されました。 

☆憧れの巡礼路「西国」の由来。 

西国三十三所の総距離は約 1000㎞に及び、和歌山、

大阪、兵庫、京都、奈良、滋賀、岐阜と 2府 5県にまた

がります。また、中世日本の首都であり文化の中心であ

った京都に、三十三所のうち三分の一の札所寺院が集

中していることから、憧れの巡礼路として、その人気は全

国に広がりました。やがて遠方により巡礼が困難な人々

のために、各地に写し霊場が創設されます。西国三十

三所とあわせて日本百観音霊場に数えられる坂東三十

三所、秩父三十四所は、その代表的な巡礼路です。西

国三十三所の「西国」は、当時憧れであった最古の巡礼

路が坂東から見て西にあったことからきています。 

☆閻魔大王から授かった三十三の宝印が御朱印のル

ーツ。 

御朱印は、徳道上人が閻魔大王から授かった三十三の

宝印が起源といわれています。閻魔大王の約束の証で

ある宝印を三十三所のすべての寺院で集めると、極楽

浄土への通行手形となる。また、御朱印は札所本尊の

分身ですので、大切にお持ちください。 

☆「念彼観音力」観音菩薩の慈悲の心をいつもそばに。 

「法華経」普門品第二十五（観音経）には、観音菩薩は

三十三の姿に変身し、人々を救うと書かれています。い

かなる困難に出会っても、常に観音菩薩は慈悲の心で

見守っておられます。どうぞ観音菩薩の導きを信じ「南

無観世音菩薩」とお唱えください。 

 


