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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 16日（木） 第 2498回例会 

     クリスマス例会    
     会場：ヒルトン大阪４階『金の間』 

◆前回例会◆ 

 2021年 11月 25日（第 2496回例会） 

  講演 箕面市長 上島一彦 様 

      千里阪急ホテル『仙寿の間』 

（出席報告）     

 会員数 28名 出席者 20名 

 出席率 83.3％   

 

 ゲスト 友成 政浩様 

     麻殖生 諒様 

     鈴木 豪様 

     川口 健一郎様 

     井上 清様 

     田所 伸太郎様 

     東條 暁之様 

     青井 一真様 

     西田 泰様 

     上島 将一様 

  

◆会長挨拶◆            浦  収 

 

本日は多数のゲストの皆様、箕面ロータリークラブの移

動例会にご参加いただき誠にありがとうございます。今期

は当クラブ「変わらないもの 変えてはいけないもの」テー

マに激変する社会の中で、残すべき大切なものにスポット

を当てて活動しています。 

本日は当クラブの箕面市長上島会員から「箕面市」の現

在から未来についてのお話があるかと存じますので、私は、

私が生まれたころから、しばらくの約 40年前の箕面市過去

のお話を、私の拙い記憶とともにお話したいと思います。 

 私は昭和47年に箕面市桜井の病院で生まれ、当時の家

は牧落駅の踏切すぐ線路沿いの文化アパートでした。それ

から父の親戚の箕面市桜ケ丘で一戸建てを借家し幼稚園

年中までそこで過ごしました。その借家のトイレが汲み取り

式で、トイレに行くのがいつも怖かったこと覚えています。

年長の時に現在の実家の箕面 6 丁目に平家建ての中古

住宅を父が購入して移り住み、昭和 57 年に建替工事を行

い、大学を出るまでずっとその実家で過ごしました。幼少の

頃の強烈な思い出は、また国道 171 号線に三輪トラックが

入っていたこと、阪急箕面駅から箕面の滝まで馬車が走り、

その馬車に母と乗ったときの、乗り心地の悪さと馬の匂い、

馬車の速度のように、ただただ時間がゆっくりと流れていた

ことを覚えています。馬車は昭和 58 年まで走っていたそう

です。 

小学生の頃は、当時家の近くの箕面本通り商店街には

ダイエーを中心としてとにかくたくさんのスーパーマーケット

がひしめきあっていました。ほぼ毎日ダイエー周辺に遊び

に行ってました。今は本通入口西側に大きなマンションが

建っていますが、昔はミスタードーナツ 1 号店の建物、そし

てその北側にスペースがあり、更にその北側にダイエーが

建っていました。小学生の時そのダイエーの前広場で仮面

ライダーショーがやっていて、舞台裏に出演者の控室用の

テントに、テントの幕の下をくぐってその控室に侵入したら、

中にヘルメットを脱いだ胴体は仮面ライダーのおじさんに

思い切り怒鳴られ、どんな悪役よりも怖い仮面ライダーを体

感しました。 

またゲームセンターもたくさんあって、また駄菓子屋店先

でゲームをしていたことも思い出します。スーパーマーケッ 

◆今週の例会プログラム◆ 
２０２１年 12月 9日（木） 第 2497回例会 

   半期（仮）決算報告/年次総会 
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トやゲームセンターが多かったのは、当時子供の人口が多

かったからなのでしょう。私の通っていた箕面西小学校もマ

ンモス校で当時全校生徒 1500 人だったことを覚えていま

す。箕面市自体の人口は昭和 50 年頃 8 万人、55 年頃ま

でに急速に増加し、10 万人を超え、現在は 136,000 人と

なっています。人口は増えていますが、本通り商店街の人

込みは昔に比べずいぶん減ったという印象です。 

不動産鑑定士として箕面市の不動産の価値はいまと比

べてどれくらいだったか、調べました。最も古い資料は昭和

58 年当時ですが、その頃と現在を比べると住宅地は実は

その頃とあまり変わっていないか現在の方が少し低いくら

いです。昭和 50 年代は年間２～３％ずつ地価上昇を継続

し平成 2 年のバブル絶頂を迎える序章が少し始まり出した

ころでした。平成バブルの絶頂期は住宅地の地価は今の

ざっと 3 倍以上でした。また箕面観光ホテルはケーブルカ

ーが走っていましたが、廃止は 1993 年（平成 5 年）になり

ます。 

 思い出の最後に箕面警察署の開設があります。箕面警

察署の開設は 1985年（昭和 60年）で、それまでは池田警

察署の管轄だったのですが、当時中学 1 年生だった僕は、

自分の町に警察署がない街というのは、何か田舎町に住

んでいるような少し寂しい気持ちでいました。警察署が開

設した当時「これで箕面市もいっぱしの町になったなあ」と

誇らしく思い、心が嬉しくなったのをよく覚えています。町の

発展というものは、町が便利になるということだけではなく、

その街に住む子供に対して、故郷への希望や誇りを芽生

えさせることができるものです。 

今現在箕面市は北大阪急行の延伸を中心とし、町が劇

的な変化の渦中にあると言えます。そしてこの町の劇的な

変化と発展は、箕面に住む子供たちにも大きな影響を与え

ているに違いありません。その変化・将来像に関し、上島会

員の卓話でじっくりとお話をお聞きしたく存じます。 

 

最後にゲストの皆様、箕面ロータリークラブはどのような

会を簡単な短い言葉で説明させていただくと３つのことをし

ます。①メンバーとの親睦を深め②箕面の地域社会に貢

献する活動を行い③ロータリー活動を通じ自己研鑽、大人

になってから自分が更に成長できる場であります。本日を

皮切りに 1 月と 3 月にあと 2 回、講師をお招きしての内容

が充実した面白い講演形式の例会をご用意しております。 

次回以降の例会参加も是非お待ちいたしております。ま

ずは箕面ロータリークラブを体感していただき、当クラブ会

員との親交を深めていただければと存じます。本日はお楽

しみください！ 

◆幹事報告◆             山本 貴雄 

・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 ヒルトン大阪 

   23日 納会 電話連絡により出席とする 

 

 

◆SＡＡ報告◆        ＳＡＡ  庄司 修二 

ニコニコ 

上島一彦会員：卓話担当します。よろしくお願いします 

青 敬祐会員：上島さん、卓話よろしく 

岡内重信会員：大変にごぶさたです 

黄堂泰昌会員：久しぶりの食事例会ですね。上島会員卓話 

よろしく 

庄司修二会員：上島会員、卓話楽しみにしています        

西脇 悟会員：昨日、５人目の孫が誕生しました 

水島教絵会員：本日はよろしくお願いいたします 

前田建司会員：ゲストの皆様ようこそ 

芝野弘三郎会員：上島会員、卓話よろしく。ゲストの皆様、 

よろしく 

浦  収会員：上島会員！楽しみにしています！ 

ゲストの皆様ようこそ！ 

河野優作会員、山本貴雄会員、高橋太朗会員、 

木村知也会員、尾崎夏樹会員、山根ひとみ会員 

米山奨学会 

川端崇且会員：上島会員、卓話よろしく 

片山秀樹会員：上島市長、本日はよろしくお願いいたしま 

す。 

黄堂泰昌会員、芝野弘三郎会員、岡内重信会員、 

浦収会員、河野優作会員、庄司修二会員、前田建司会員、

尾崎夏樹会員、山根ひとみ会員、高橋太朗会員 

山本貴雄会員 

ロータリー財団 

黄堂泰昌会員、芝野弘三郎会員、岡内重信会員、 

浦収会員、河野優作会員、庄司修二会員、前田建司会員、

尾崎夏樹会員、山根ひとみ会員、高橋太朗会員 

ポリオ 

岡内重信会員、木村知也会員、庄司修二会員、 

林たかみ会員、山根ひとみ会員 
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◆講演◆                

『素晴らしい箕面！次世代のために！』 

箕面市長 上島 一彦様 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆池田ローターアクトクラブ 周年記念式典のご案内◆ 

                箕面青年会議所 上島 将一様 

                  

 私は池田ローターアクトクラブ OB であり、現在は箕面青

年会議所に所属しております。皆様には平素より大変お世

話になっております。 

 来年、池田 RACは 50周年、JCI箕面は 55周年を迎え

ます。それに伴い、周年記念式典を来年６月に開催する予

定となっております。詳細が決まりましたら改めて報告をさ

せていただきます。よろしくお願いいたします。 

 

 

☆第 15回左手のアーカイブコンサート 

   ～左手のピアノ国際コンクール開催記念コンサート☆ 

 

箕面ロータリークラブも協賛しております『第15回左手のア

ーカイブコンサート ～左手のピアノ国際コンクール開催記

念コンサート』が下記の通り開催されますので、ご案内いた

します。 

 

  【日時】 2021年 12月 19日（日） 

        会場 13：30 開演 14：00～終演 16：00予定 

  【会場】 箕面市立メイプルホール（大ホール） 

 

  【料金】 前売 一般 2，000円 

       当日 一般 2，200円 

           大学生以下 1,000円（要学生証） 

        オンラインチケット（前売・当日）1，500円 

 

    


