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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◆ 
２０２2年 1月 20日（木） 第 2502回例会 

    卓話：  河野 優作 会員 
    箕面観光ホテル 例会場 

◆前回例会◆ 

 2022年 1月 6日（第 2500回例会） 

  新年互礼会 

（出席報告）     

 会員数 27名 出席者 17名 

 出席率 68％   

 

 ゲスト イアン パンニャー様 

  

◆会長挨拶◆            浦  収 

 

皆様 新年明けましておめでとうございます。本年も箕面ロ

ータリークラブの活動を活発にしていくため、ご協力を何卒

よろしくお願いいたします。 

 新年を向かえるにあたり、年頭のご挨拶とともに、ちょうど

期の半分が経ち、改めて決意表明のようなものをさせてい

ただきます。変わらないもの・変えてはいけないものというテ

ーマで進めてきた今期。このテーマの意図は簡単に言いま

すと、昔のロータリーに戻ろうという考えを込めています。そ

のなかで会員皆様の中にロータリークラブに対する情熱の

炎の勢いが少しでも増すことが出来たなら幸いです。 

昨年末までは、コロナ前の状況が久しぶりに戻り、楽しい

年末を向かることができました。しかしながら、現在新型コロ

ナウィルスの新株を含めた第６波の足音が聞こえ始めまし

た。私は今期ここが勝負所と考えております。次週は千里

阪急ホテルで今期の入会予定者多数ゲストをお招きし、第

2 回の移動例会を予定しております。今の状況では、いず

れ蔓延防止措置などの自粛要請がされるものと考えており

ますが、これまでの流れから、来週木曜日の時点でその措

置が開始される見込みは低いと考えております。盲目的な

安全策だけは取らないでおこうと思っております。行政から

の自粛要請に伴い、千里阪急ホテル側からの制約がされ

ない限り、次週例会は予定通り開催するつもりです。しかし

ながら感染症対策には十分留意いたしますし、会員の皆

様各自でも対策の徹底を再度お願いいたします。状況次

第では延期があることは否定できないとは思っています。 

 さて、新年にあたり、個人的な目標を述べることは、実は

あまり好きではありません。というのも自身の目標である司

法書士試験合格が達成されないことが 11年も続いており、

昨年の目標を達成できていないのに、新しい目標も立てら

れないと思ってしまうからです。 

 しかし、今年私は５０歳になります。昨年は独立開業して 

１０年を経過しました。とにかく３０代から４０代と走り続けて

いましたので、５０歳代以降の人生の目標を考えたことがな

かったのが、本当のところです。何となく、５０歳代から下り

坂をゆっくり降りるのではというイメージがありました。 

 昨年は人生で最も仕事の負荷が大きい年でした。1 年を

漢字一文字で表せば迷わず「苦」と答える年でした。ただ、

苦難、試練のなかで得たものは、自分の未熟さ、仕事に対

する甘さというものを痛感できたことでした。個人事業主とし

て一匹狼で走り続けていましたが、昨年はじめて組織をま

とめて仕事をし、その困難さを味わい、ようやく経営者とし

てのスタートラインに立てました。 

 年始に youtube動画でイチロー氏が女子高校野球選抜

選手に語り掛ける動画を見ました。イチロー氏が 2009 年

WBCの勝ち越し打を打ったときのエピソードを題材に語っ

ていました。「あの時自分を支えてくれたのはこれまで難し

い状況で立ち向かってきたという誇りだった。自信を持つに 

◆今週の例会プログラム◆ 
２０２2年 1月 13 日（木） 第 2501回例会 

   講演 鈴木 豪 様  
   千里阪急ホテル ２階『クリスタルホール』 
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は、難しい状況を受け止め、向かって行くしかない。その姿

勢がないと向かって行く自分が作れない、立ち向かうことを

重ねられない。一番だめなのは平常心を保とうとすること。

仮に技術で平常心を保てたとして得た結果には自信は伴

わない。自信を獲得するには難しい状況に立ち向かうしか

ない。」と。 

昨年の私が苦しみへ立ち向かったことは確実に私の仕

事への自信につながりましたし、仕事に甘い自分を律し、

自分はまだまだこれから更に成長できると思えました。苦難

福門という言葉の意味がわかった気がします。ですので今

年だけの目標ではありませんが、今は大雑把に一言でいう

と 50代でもう何段も上に成長するということがハッキリとした

目標です。 

 さて、箕面ロータリークラブのことです。私に与えられた使

命は会員増強です。残り半分となりましたが、これまでその

仕込みは怠りませんでした。そして次週がそのために大き

なポイントなります。私の中では今期最も重要な例会と位

置付けています。ゲスト様にあまり強い入会圧力をかける

必要はありません。それは逆効果になる場合もあります。た

だ、真摯に私がロータリークラブに入会し、人の輪が大幅

に広がり、自身が成長させてもらえる場を提供していただ

いた、こんな貴重な機会、チャンスはないと感じたことを、ゲ

スト様にはお伝えしたいと思います。共感してくださったゲ

スト様は自然とご入会いただけると信じております。今この

私があるのはロータリークラブのおかげだと思っておりま

す。 

 良き仲間を増やし、ミスター箕面ロータリアンである芝野

エレクト、黄堂ノミニーへとバトンを繋ぎ、箕面ロータリークラ

ブの長期的な発展につなげる、それが私の使命と自覚して

おります。どうか今一度皆様のご協力をよろしくお願いいた

します。 

 会員の皆様の今年一年のご多幸とご健康を心より祈念し、

年頭のご挨拶とさせていただきます。 

 

◆幹事報告◆             山本 貴雄 

 ・１月例会予定 

   13日 千里阪急ホテル（食事あり）鈴木豪様ご講演 

   20日 箕面観光ホテル（食事なし）卓話 河野優作会員 

   27日 千里阪急ホテル（食事あり）舟木剛教授ご講演 

 ・令和３年度、箕面市成人祭が令和４年１月 10日に文化芸 

術劇場にて開催。8 時 45 分より、今年度地区補助金事業

『フォトスポット』贈呈式を行う。（浦、山本出席） 

 ・ローターアクト 全国一斉献血（第 2回地区献血）について 

 ・2022年ロータリー国際大会について（6/4～8） 

 

 

◆理事役員会報告（新旧理事役員会）◆ 

【2021-22年度第９回理事役員会】 

審議事項 

・事務局プリンター購入をアドホックより支出することについ

て→承認 

報告事項 

・今年度地区補助金事業「フォトスポット」贈呈式について 

・クリスマス例会収支報告について 

・4/10国際フォーラムについて 

 

【2022-23年度第１回理事役員会】 

審議事項 

・2022-23年度クラブ情報について→承認 

・2022-23年度役職者について→承認 

・2022-23 年度地区補助金事業について（LINE グループ

作成、次年度地区方針に基いた立案について）→承認 

報告事項 

・次年度主要行事について 

・ガバナー・ガバナー補佐訪問日程について 

・理事役員会 LINEグループ作成、参加について 

 

 

◆SＡＡ報告◆            庄司 修二 
ニコニコ 
青 敬祐会員：あけまして・・・  
浦 収 会員：新年明けましておめでとうございます。 
       本年もよろしくお願いいたします 
芝野弘三郎会員：本年もどうぞよろしくお願いします 
庄司修二会員：あけましておめでとうございます。本 

年もよろしくお願いします 
黄堂泰昌会員：年初つき 
片山秀樹会員：明けましておめでとうございます 
水島教絵会員：新年明けましておめでとうございます。 
       本年もよろしくお願いいたします 
前田建司会員：あけましておめでとうございます 
高橋太朗会員：あけましておめでとうございます。本 

年が皆様にとって良い１年となります 
ように 

山本貴雄会員、木村知也会員、尾崎夏樹会員、 
河野優作会員、山根ひとみ会員 
米山奨学会 
上島一彦会員：明けましておめでとうございます 
青敬祐会員、芝野弘三郎会員、黄堂泰昌会員、 
前田建司会員、林たかみ会員、庄司修二会員、 
河野優作会員、高橋太朗会員、尾崎夏樹会員、 
山本貴雄会員、山根ひとみ会員 
ロータリー財団 
青敬祐会員、芝野弘三郎会員、黄堂泰昌会員、 
上島一彦会員、前田建司会員、庄司修二会員、 
河野優作会員、尾崎夏樹会員、高橋太朗会員、 
山本貴雄会員、山根ひとみ会員、浦収会員 
ポリオ 
庄司修二会員、尾崎夏樹会員 
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◆委員会報告◆ 

 

「I serveの国際奉仕」について報告 

国際奉仕委員長    西宮富夫 

 

昨年 2021 年 12 月に 2 つの国際団

体に寄付しましたが、2つとも領収

書が届きました。 

★WaterAid＝水・衛生専門の国

際 NGO、34ヶ国で活動 

★国連 WFP＝飢餓・貧困専門の国

連機関、84ヶ国で活動、2020年ノ

ーベル平和賞） 

いずれにも「ロータリアン+会員名」で領収書をお願い

しましたが、WaterAidJapanは「ロータリアン 西宮富

夫」名で領収書を発行してくれました。国連 WFPは「西

宮富夫」名の領収書でした。 

そこで「I serveの国際奉仕は 2種類ある」ことを容

認する方がよいと考えます。ロータリアンと名乗るこ

とができる国際奉仕と、会員名のみの国際奉仕の 2 種

類です。クラブが 2 種類とも I serve の国際奉仕とし

て容認すれば、会員の国際奉仕がより自由になると考

えます。これは箕面ロータリーの戦略的特徴となると

考えます。 

なお、2つの国際団体は、寄付を特定目的（水と衛生、

飢餓と貧困）にのみ活用する信頼できる団体なので、

会員の寄付活動がロータリークラブの国際奉仕プロジ

ェクトと同等か、それ以上の意義を持つ点が重要と考

えます。 

以上 

◆1月のお誕生日◆ 

  1月 9日 河野 優作会員 

    14日 山根ひとみ会員 

    18日 木村 知也会員  

 

      ☆おめでとうございます☆ 

◆米山奨学金授与 イアン パンニャー様◆ 

 

  

 

 

 

 

 

 

◆2021-22年度「意義ある奉仕賞」受賞 
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◆お知らせ◆ 

 

・2021-22年度地区補助金事業『箕面市成人祭会場に 

おいてフォトスポットの設置』に対し、箕面市長より

感謝状が贈られました。 

（2022.1.10 箕面市立文化芸能劇場にて） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・令和４年『箕面市消防出初式』 

 2022.1.3 新春恒例『箕面市消防出初式』開催。 

 （浦会長出席） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・昨年 11月 16日に開催されました『第 10回市民ゴル

フ記念大会』でのチャリティー寄付金をお渡しする

ため、上島市長を訪問。（木村会員同行） 

第10回記念大会としてワンコインチャリティーを実

施。社会貢献の一助にと参加者の皆様よりおひとり

500円の寄付を頂きました。集まった寄付金はスポー

ツ振興に充てられます。 

  2021.12.13 箕面市役所にて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

簡単に折りたためます→ 

成人祭だけではなく、 

様々なシーンで使用可能 

 

←沢山の新成人が、楽しそう

に写真を撮っておられました 

 

 

←成人祭の朝、 

 空は快晴！モニュメントも 

 輝いて・・・ 

 


