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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 3 月 3 日（木） 第 2508 回例会 

   移動例会 卓話： 木村 貞基 会員 
  橋本亭（Franc et élégant YUZUYA 橋本亭） 

◆前回例会◆ 

 2022年 2月 17日（第 2506回例会） 
ハイブリッド例会（メイプルホール内講義室） 
 

 

（出席報告）     

 会員数 27名 出席者 17（講義室 12名 Zoom5名） 

 出席率 68％ 

 

ゲスト：延原健二ガバナー補佐 

    神寳敏夫ガバナー補佐エレクト 

 

◆会長挨拶◆            浦  収 

 

 皆様こんばんは 今回はガバナー補佐訪問ということで、

延原ガバナー補佐兼ガバナーのミニー、神寳ガバナー補

佐エレクトようこそ当クラブ例会にお越しいただきました。例

会は今月３回連続のハイブリット例会でお送りすることがで

き、毎度のことながら山本幹事、永島さんに毎度深く感謝を

申しあげます。 

さて、私が所属する別の異業種交流会の知人がコーヒ

ー豆の販売の会社を経営されておられており、その方がカ

カオ豆からチョコレートを作るというワークショップを咲くやこ

の花館で開催しており、13 日日曜日に参加しました。カカ

オの豆を焙煎し、ミキシングして砂糖を加え、型に流し込ん

でトッピングをして冷やす。およそ自身のキャラクターに似

つかわしくないイベントに参加しました。チョコレート作りとと

もに、コーヒーを豆から焙煎して、豆を挽いて作るということ

も初体験できました。チョコレートは作り方を初めて知り、コ

ーヒー焙煎も以前から興味はあったのですが、初体験でき、

思ったより簡単な作業で、自分で作ったチョコレートもとて

も美味しかったです。繁忙の中、日常を忘れ、あえて時間

が余分にかかることにチャレンジし、とても有意義な時間が

過ごせましたし、時間ができたら無趣味なのでコーヒー焙

煎を趣味にしてもいいかなとも思いました。 

わたくしは日頃一人で自営業しており、不動産鑑定、売

買、コンサルティング、資格学校講師と別々の人格で業務

を行っております。人に働いていただくことが苦手で、欲張

りなことが原因なのですが、とにかく一人で抱える業務で

日々いっぱいいっぱいで寝ている以外仕事しているという

生活を送っております。とにかく限られた時間の中で最大

の成果を出すことにのみ注力している生活の中で、上記の

ようなあえて豊かなゆったりとした時間を過ごすことに大切

さが身に沁みました。 

わたくしは三島由紀夫が好きなのですが、小説そのもの

より、昔読んだ「文章読本」という本にとても感銘を受けまし

た。三島の感性で様々角度から文章というものを解説した

本で、著名作家のこの本のこの文章がとても良いとも紹介

もしてくれている本です。今回の時間の速度を考える体験

を通じ、この本一節を思い出したので、ご紹介して本日の

挨拶とさせていただきます。 

「昔の人は小説を味わうと言えば、まず文章を味わった

のであります。今日、小説の読者は、ちょうど自動車で郊外

を散歩するようなもので、目的地が大切なのであって、まわ

りの景色や道端の草花やちょっとした小川の橋の上で釣を

している子どもの姿も、そういうものは目にとめずに、目をと

めたにしても一瞬のうちに見過してしまいます。しかし昔の

人は本のなかをじっくり自分の足で歩いたのです。交通機

関のない時代としては無理もありません。歩けば歩くなりに 

 
◆今週の例会プログラム◆ 

２０２2 年 2 月 24 日（木） 第 2507 回例会 
    卓話：  浜地 誠 会員  
    箕面観光ホテル 例会場 
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いろいろなものが目を惹きます。歩くこと自体は退屈ですか

ら、目に映るもの一つ一つを楽しみ味わうことが、歩くことの

喜びを豊富にします。私はこの「文章読本」でまず声を大

にして、皆さんに、文学作品のなかをゆっくり歩いてほしい

と申します。もちろん駆ければ十冊の本が読めるところが、

歩けば一冊の本しか読めないかもしれません。しかし歩くこ

とによって、十冊の本では得られないものが、一冊の本か

ら得られるのであります。小説はそのなかで自動車でドライ

ヴをするとき、テーマの展開と筋の展開の軌跡にすぎませ

ん。しかし歩いていくときに、これらは言葉の織物であること

をはっきり露呈します。つまり、生垣と見えたもの、遠くの山

と見えたもの、花の咲いた崖と見えたものは、ただの景色で

はなくて、実は全部一つ一つ言葉で織られているものだっ

たのがわかるのであります。昔の人はその織模様を楽しみ

ました。小説家は織物の美しさで人を喜ばすことを、自分

の職人的喜びといたしました。」 

 この本は昭和 48 年に発行されており、今から 50 年前の

文章ですが、三島は今と同じ気持ちを感じていたのだなと

思います。時代の流れは速すぎますが、一旦速度を落とし

てみることも大事だと思いました。このことも人間本来的な

変わらないもの、変えてはいけないものに通じるものかと存

じます。本日もよろしくお願いいたします。 

 

◆幹事報告◆             山本 貴雄 

   24日 卓話 浜地誠会員 箕面観光ホテル 

・3月の例会について 

 3日 移動例会 卓話 木村貞基会員  橋本亭 

    10日 休会  3/12 ロータリーデー 中止 

 17日 講演 島津ゆう子様 千里阪急ホテル 

   24日 フォーラム（戦略計画委員会） 箕面観光ホテル  

   31日 休会（５週目） 

・本日のクラブ協議会 「会員増強について」 

 

 

◆SＡＡ報告◆            庄司 修二 
ニコニコ 
青 敬祐会員：まだ生きてます 
浦  収会員：延原ガバナー補佐、神寳ガバナー補佐エレク 

ト、ようこそ箕面 RCへ！ 
芝野弘三郎会員：ガバナー補佐様、よろしくお願いします 
前田建司会員：延原ガバナー補佐、本日はご訪問ありがとう 

ございます 
庄司修二会員：ガバナー補佐、ガバナー補佐エレクト、本日 

はよろしくお願いいたします 
山本貴雄会員、河野優作会員、山根ひとみ会員 
米山奨学会 
上島一彦会員：延原ガバナー補佐様、神寳ガバナー補佐エ 

レクト様、ありがとうございます。 
前田建司会員、芝野修三郎会員、庄司修二会員、 
河野優作会員、山本貴雄会員、山根ひとみ会員 

ロータリー財団 
片山秀樹会員、芝野修三郎会員、上島一彦会員、浦収会員 
庄司修二会員、山本貴雄会員、山根ひとみ会員、 
河野優作会員、前田建司会員 
ポリオ 
庄司修二会員 
 
 
◆入会式のご案内◆ 
3月 3日（木）第 2508回例会におきまして、西田泰様の 
を執り行います。 
 
 
◆みのお八天石蔵ウォークトライアルについて◆ 
                  （箕面ロータリークラブ後援） 

                                        上島 一彦 
 

【日時】 3 月 27 日（日曜日）  午前 10 時 00 分～  

午後 4 時 30 分（受付は 9 時 30 分から）  

【場所】勝尾寺園地集合・解散  

【対象】小学 4 年生以上（小学生は保護者同伴）  

【定員】 100 人（申込多数の場合は抽選）  

【参加費】 1 人 500 円  

【申込期間】令和 4 年 2 月 22 日（火曜日）～  

3 月 15 日（火曜日）  

【コース】  

（ 1）＜八天石蔵 4 カ所コース＞  

全長： 7.3 キロメートル、所要時間：約 3 時間 50 分  

（ 2）＜八天石蔵 2 カ所コース＞  

全長：約 3 キロメートル、所要時間：約 1 時間 30 分  

※保護者同伴の小学生の参加は（ 2）の

み 

 

『箕面の山にある八天石蔵を巡り、市内の
歴史文化について学び箕面市の魅力を
認識してもらうとともに、健康で文化的な
日常生活を過ごすための学習と運動習慣
を身につけるきっかけづくりを目的とする』 
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◆クラブ協議会◆ 
 
 テーマ『会員増強について』         会長  浦  収 
 

 浦 会長 

本日はクラブ協議会として、

会員増強について皆様と考

えていきたいと思います。お

配りしております資料を見な

がら進めてまいります。今期

の目標は、何度も申し上げておりますが、１人でも多くの方

の入会を目指しております。今一度、会員の皆様と情報を

共有すること、また、会員が一致団結して会員増強を行う

意識付けが、今回の協議会の目的となっております。3/17

の移動例会では、ゲストを一堂にお呼びする予定となって

おります。例会のあとには懇親会開催を予定しております。

今期何度か開催しておりますゲストを招いての例会、その

あとの懇親会開催の方法など、皆様のご意見などありまし

たらお願いいたします。 

 

   

【会員からの意見】 

・千里阪急ホテルを会場として開催したことは良かったと思

う。懇親会は場所を初めからアナウンスしておく方が良いと

思う。 

 

・例会というのは、懇親という意味ももちろんあるが、自分で

きちんと学ぶという事が大切であると思う。訓練の場と考え

ると、禅の道場というと厳しすぎると思うが、懇親だけではな

いと感じた。 

・例会後の懇親会については、前もって懇親会の場所を決

めて、参加されるゲストなどを知らせてほしい。また予めロ

ータリアンを選んで懇親会に参加するようにし、入会候補

者としてのビジターとじっくりと話が出来る場を作ることも必

要ではないか、と感じた。 

 

・何度かお越しになられた入会候補者としてのビジターか

ら、感想などはお聞かせいただいているのか。 

 

・ロータリーの理解のために「異業種交流会とロータリークラ

ブの違い」について簡単に説明したり、質問したりするのは

どうか。ロータリークラブの場合は、あくまでも「ロータリーの

基本理念」を訓練する場であり、異業種交流会は純粋な交

流なので、基本的な違いがあると考える。 

 

浦 会長 

皆様、ご意見ありがとうございます。前回までの懇親会開

催については反省の一言であります。コロナ禍での開催と

いう事もあり、大々的に出来なかったこともあるのですが、

次回は事前に会場を決めて、皆様にご案内させていただ

きます。なるべく大勢のロータリアンが参加できるようにいた

します。また、今までにご参加いただきましたゲストの感想

ですが、お酒が入りますとざっくばらんに話ができ、ゲスト

同士が知り合いになれた事にはメリットを感じておられたよ

うです。次回の移動例会は、今期ゲストをお招きしての例

会としては最後になります。皆様のご意見、今までの反省

を活かし、多くの方にご参加いただけるような例会、懇親会

にしたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申しあげま

す。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

会員増強選考委員長 木村 貞基 
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◆延原ガバナー補佐 講評◆ 
 

箕面ロータリークラブには何

度も寄せていただいております

が、今回は例会の開催方法が

少し違いますので、残念な反

面、少し新鮮な気分がいたしま

す。いつものことながら、温かく

迎えいれてくださりありがとうご

ざいます。 

さて、前回の訪問はガバナ

ー公式訪問の 2 週間前でした。その際、色々な活動計画

をお聞きしまして、そのことをガバナーに報告いたしました。

今回は、現在の状況をお聞きした上で報告いたします。 

私が 1回目 8/19に訪問した際に、まず私がガバナーに

お伝えしたことは、浦会長が今期のテーマに掲げておられ

る『変わらないもの、変えてはいけないもの』ということです。

50 年以上の歴史のある箕面ロータリークラブの存在そのも

のが変わらないもの、変えてはいけないものなんだ、という

浦会長の思いです。また浦会長は「私が得意としている会

員増強について、真剣にこの1年間励んでまいりたい」とお

書きになっておられたところも、ガバナーには強調してお伝

えいたしました。先程の懇談会のときに、幹事さんが「会員

増強については、会長は本気です。全身全霊をかけてや

っておられます」とのことでした。一方で、浦会長は起きて

いる間は全て仕事をしております、とのことでした。その忙

しい中で、これだけ増強に打ち込まれておられることに驚き、

素晴らしいエネルギーで皆さんを引っ張っていっておられ

ると改めて思いました。また、今期の会員増強について詳

しい報告を受けましたが、複数回にわたりゲストをお呼びし

ての例会を開催し、入会に繋げようとする努力は素晴らし

いものだと思います。ゲストとしてお呼びしている入会候補

者のリストを見ましたが、これだけの人数の候補者をリストア

ップすることは、なかなか出来ないことだと思います。今の

ところ，純増 1 名ということですが、この努力が実ることを祈

念しております。 

 あと、一度目の訪問の際のガバナー報告書に、社会奉仕

事業として地区補助金を活用した『箕面市成人祭会場に

おいてフォトスポットの設置」についても書かせていただき

ました。 「成人祭の会場にロータリーのロゴマークが入っ

たフォトスポットを設置する。最終的には公共イメージの向

上に繋がる事業だと思われる。事業後地区ホームページ

やロータリーショーケースへの掲示をお願いする」このよう

なことをガバナーに報告いたしました。今回の訪問前には、 

写真入りでフォトスポットの説明など、事業報告をいただき   

ました。それを見させていただきましても、これは本当にい

いアイデアだと思いました。写真を撮ることによって拡散さ

れ、いつまでも残ることになります。是非他のクラブにおい

ても紹介したいと思います。 

 箕面ロータリークラブ５０周年事業の『モニュメントの設置・

寄贈』についても、私は気になっておりました。というのは、

私がエレクトの時からこのモニュメントの事は話題に出てい

たからです。今年度のクラブ現況を見せていただきましたら、

このモニュメントが写真入りで載っておりました。５０周年の

モニュメントですから、皆さんの気持ちが入っているものだ

ろうと思い、本日現地に行き見て参りました。写真で見るの

と実際に間近で見るのでは全く違いました。まずは大きさ

です。イメージではもう少し小さいものを想像しておりました

が、かなり大きなもので、とてもセンスの良いものでありまし

た。周りには子どもが沢山遊んでおり、モニュメントは風景

に溶け込んでおりました。改めて良いものだと思いました。 

何度も申しますが、箕面ロータリークラブには地元密着

の良さがあります。また、このような熱意をもって会員増強を

されておられます。これからどんどんと会員が増えていくこ

とを切に願っております。 

最後になりましたが、いつも温かくお迎えくださり、ニコニ

コには温かいメッセージをいただき、ありがとうございます。

ガバナー補佐エレクト、補佐として訪問するのはこれが最

後となります。また違ったかたちで寄せていただく事がある

かと思いますが、その日の事を楽しみにしております。 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

神寳ガバナー補佐エレクト 
 


