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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 2月 3 日（木） 第 2504回例会 

    卓話： 西宮 富夫 会員 
ハイブリッド例会  

◆前回例会◆ 

 2022年 1月 20日（第 2502回例会） 
箕面観光ホテル 例会場 

 

（出席報告）     

 会員数 27名 出席者 18名 

 出席率 75％   

 

◆会長挨拶◆            浦  収 

 

皆様こんばんは 新型コロナが感染拡大する中、皆様にお

かれましては感染症対策にはくれぐれもご留意いただきま

すようよろしくお願いいたします。 

 

 先週はゲスト様を多数お迎えしての移動例会を皆様のご

協力で、滞りなく開催できましたこと感謝申し上げます。ま

た高橋会員のご友人様の西田様が例会後ご入会の意思を

表明くださり、ご入会申込書もご提出いただきました。後は

理事会と会員皆様の承認があれば晴れてご入会となります

ので審査手続きを進めていきたく存じます。いずれにしまし

ても高橋会員には素晴らしい方をご紹介いただきまして誠

にありがとうございました。入会手続きが滞りなく済み、入会

となったあかつきには、当クラブといたしましても、西田様の

様な若く、真面目で素敵な方のご入会は本当に喜ばしいこ

とであり、また、高橋会員から引き続いての箕面青年会議

所卒業生様からご入会という、青年会議所とのパイプ作りと

いう大きな意義もございます。その他のゲスト様のフォロー

も継続して参りますし、3 月の第三回目の移動例会も盛り

上げて複数名のゲスト様にご入会いただければ当クラブも

一層活気づくことと存じます。 

 さて、私事で大変恐縮ですが、以前今年 2人の息子がダ

ブル受験というお話しをいたしましたが、下の小学校6年の

息子の受験が 15 日の土曜日と 17 日月曜日にあり、結果

無事に第一志望校に合格することができました。本人も昨

日合格発表で泣いて喜んでいた姿を見て、親としてこんな

喜ばしいことはないと思いました。長期間の努力で成果を

得るという彼にとって人生初めての貴重な体験になったと

思います。 

 さて、来週も場所を千里阪急ホテルに移して、食事つき

の通常例会を予定いたしております。ホテル側からの要請

なければ予定通り開催するつもりです。 

 コロナ患者が急増する中、感染拡大対策は十分に行っ

ていかなければなりません。しかし感染対策は最終的には

手洗い、うがい、自身の免疫力を保持するための食事や、

十分な睡眠等をはじめとした個人の対策でしか防ぎようが

ありません。私もコロナ禍になって以降、毎朝一番に苦痛

ですが乳酸菌補給のため、キムチと納豆を食べ、飲むヨー

グルト飲み、腸内環境を整え免疫力向上に努め、体温を下

げないようにヒートテックを常時着用、週 2～3 回はサウナ

にもいっており、体調維持には特に気を使っております。 

 コロナ禍は明らかに次のフェーズに入っており、感染拡

大を恐れる防御だけではなく、感染拡大対策とロータリーク

ラブ活動を盛り上げることの両立を模索していきたいと思い

ます。 

 

 

◆今週の例会プログラム◆ 
２０２2年 1月 27日（木） 第 2503回例会 

    講演： 舟木 剛 様  
    千里阪急ホテル ２階『仙寿の間』 
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◆幹事報告◆             山本 貴雄 

 ・１月例会予定 

   27日 千里阪急ホテル（食事あり）舟木剛教授ご講演 

 ・2月例会予定（当初のプログラムから変更となっております） 

    3日 卓話 西宮富夫会員 

  10日 卓話 青敬祐会員 

   17日 ガバナー補佐訪問・クラブ協議会 

   24日 卓話 浜地誠会員 

 

◆SＡＡ報告◆            庄司 修二 
ニコニコ 
前田建司会員：寒いですね！ 
芝野弘三郎会員：河野会員、卓話よろしくお願いします。 
黄堂泰昌会員：河野会員、卓話よろしく 
庄司修二会員：河野会員、卓話よろしくお願いします。 
西脇悟会員、浦収会員、木村知也会員、高橋太朗会員、 
河野優作会員、山根ひとみ会員、山本貴雄会員 
米山奨学会 
上島一彦会員、河野会員、卓話よろしくお願いします。 
林たかみ会員、西脇悟会員、芝野弘三郎会員、 
黄堂泰昌会員、庄司修二会員、高橋太朗会員、 
河野優作会員、山根ひとみ会員、山本貴雄会員、 
前田建司会員 
ロータリー財団 
片山秀樹会員、庄司修二会員、芝野弘三郎会員、 
上島一彦会員、高橋太朗会員、山根ひとみ会員、 
浦収会員、木村知也会員、河野優作会員、西脇悟会員、 
山本貴雄会員、前田建司会員 
ポリオ 
庄司修二会員、木村知也会員 
 
 
◆表彰◆ 
  米山功労者  
    第２回マルチプル 林たかみ会員 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◆御祝い◆ 

 山根ひとみ会員  ご子息ご結婚 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

◆卓話◆ 

                河野 優作 会員 

 

皆様、改めましてこんばんは。本

日、卓話をさせていただきます、

河野優作です。本日は簡単な自

己紹介と来年度の地区補助金事

業についてお話ししたいと思いま

す。お聞き苦しい点が多々あると

思いますが本日はよろしくお願い

致します。 

 

 私は宮崎県の都城市の出身であります。同市公立の  

小学校、中学校を経まして都城高専に入学しました。現在、

当クラブの米山奨学生のパンニャ君と同じ高専の卒業生で

あります。ここで高専についてあまり馴染みのない方もおら

れるかもしれませんので説明とご紹介をさせていただきま

す。 

 

高専とは高等専門学校の略称で、高等専門学校は 5 年

間の一貫教育を行う高等教育機関です。高等専門学校で

は大学入試のない環境で勉強と部活動等を両立させなが

ら大学に匹敵する専門教育を受けるこことができます。卒

業生には「準学士」の称号が付与されます。都城高専建築

学科は建築学を教授する、宮崎県で唯一の高等教育機関

（学科）です。また、1 級建築士受験資格要件である指定

科目の認定を受けている、これも宮崎県でただ一つの学校

であります。そのように宮崎県ではもちろん、九州でも建築

学科は数が少なかった為、私の在校時でもクラスのおよそ

3 分の 2 は鹿児島県、熊本県、福岡県など県外から多くの

方が入学されていました。建築物は人間生活の容器といわ

れており、人々の生活には欠くことのできないものです。私

たちが毎日、生活している住宅はもちろん、学校、商店、さ

らに、高層ビルなど建築は私たちの生活と切っては切れな

い関係にあります。そのため建築学は直接に生活と結びつ

いており、いろいろな分野を含む総合的な学問だといえま

す。建築学は大きく 2つの分野に分かれています。住宅室

内環境を良好に保つための技術などの計画部門と、木造、 

鉄骨造、鉄筋コンクリート造、建築物の工法などの構造部

門に分けられます。また高専では理論だけではなく実際に

経験しながら学ぶことも多く 1 年生の時から設計演習や各

建築材料や室内環境の実験、測量などの実習も多かった

ように思います。また高専は大学と扱いが同じため、遠足、

修学旅行などの学校行事はほとんどなく、学生おのおので

長期の休みを利用して旅行に行ったりしておりましたし、都
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城高専だけかもしれないですがほぼ男子校(全校生徒 800

人中、700 人ほどが男子)に近かったため、学校の至るとこ

ろが臭かったです。また、進学に関しては、パンニャ君と同

じように全国ほとんどの国立大学第 3 学年に編入できる道

が開かれており、進学者の多くは、大学院へ進学して専門

の研究を深めています。 

高専の話が長くなってしまいましたがその高専を平成 7

年、1995 年に卒業しました。 その年は阪神淡路大震災

が起こった年です。6434人が亡くなった震災から今年、17

日で 27 年となりました。あの時、自分はどこで何をしてい

たか。大きな災害から何周年という報道に接するたび、被

災はしなかったとしてもそう考える方も多いのではないで   

しょうか。私自身、当時は学生で朝のニュースを見た時の

衝撃は今でも鮮明に思い出せますし、希望より不安が大き

い気持ちで大阪に来たことを思い出します。就職はコーナ

ン建設という中堅ゼネコンに就職しました。社会人の始まり

は、建設業という職種も輪をかけて、震災の影響を大きく受

けたものとなりました。朝は始発で電車に乗り、帰りは終電、

若しくはタクシー、最悪は現場で寝袋という生活を半年以

上、送っておりました。私の同期は 38 人だったのですが 

１年後には半分以下になっておりました。未だにあの当時

のような過酷な状況を超える経験はありませんし、2 度と経

験したくはないです。しかし今となっては、あの時の経験が

あったからこそ今の自分があるのではないかとも思っており

ます。 

そのような忙しさのなか当時、元請と下請という関係にあ

りました今の社長に好意にして頂き、今宮建材に入社し、

現在に至ります。入社当初は、ゼネコン等の下請けがメイ

ンでありましたが、現在では大阪府、箕面市等の行政機関

発注の公共工事の受注も増え、不動産関係からのお話し

が多いのですが、元請としての工事も増加しております。そ

のような中、庄司会員からお誘いを受け、箕面ロータリーへ

と入会させて頂きました。箕面ロータリークラブには平成 22

年（2010 年）に芝野エレクトが会長、西脇会員が幹事の年

度に入会させて頂きましたので、今年で 12 年目となります。

35 歳で入会し、箕面ロータリーの 45 周年、50 周年という

節目の周年事業やライラ、ＩＭのホストクラブとしての事業、

そして 2020-2021 年度の会長年度など様々な経験をさせ

て頂きました。このなか、ロータリーで学んだことは異業種

の方と活動することによる意識の変化、自己改善や自らの

職業を通じて社会に奉仕することによって、その成果として

継続的な利益が得られることなど、色々あります。これから

は自分がそうして頂いたように、今度は自分が入会して間

もない会員の皆様にお伝えすることも大切なことだと思って

おります。まだまだ未熟な私ですが芝野年度、黄堂年度と

続いていく箕面ロータリーの発展に微力ながら貢献したい

と思っておりますので 引き続きよろしくお願いいたします。 

 

話は変わりまして、今年度の補助金事業が終わったばか

りなのですが、次年度 2022-2023 年度の補助金事業につ

いてお話させて頂きます。 

資料と致しまして私が 2010，2011，2012 年と参加させ

て頂きました、大阪ユニバーサルシティロータリークラブの

継続事業の資料を回覧させていただいております。 

この事業は 21年前から「養護施設の小さい子どもたちを

１日、思いっきり甘えさせてあげたい」との想いから始めら

れたそうです。児童養護施設とは様々な理由で保護者と  

生活できない児童、不適切な養育を受けている 2 歳～18

歳の子どもたちが生活しており、生活だけでなく自立に向

けた援助や退所後の支援も行っている施設です。毎日、

施設で親元から離れ、我慢して集団で生活している子供た

ちに思いっきり甘えさせてあげたいと、入会して間もない私

でしたが、とても感動したのを今でも覚えております。昨年

度はコロナの影響で中止になったそうですが、今年度は第

６波を避け、今年の６月に行われるそうです。 

来年の芝野年度は地区の重点目標、コロナ禍で顕著に

なった「経済的に恵まれない子供たちや生活困窮学生達

への支援」を重点とし、地域社会におけるニーズ調査に基

づいた社会奉仕事業を行うため、コロナの影響も考慮しな

がら、物を渡すだけではない、会員全員参加型の事業を

目指しております。申請要件など色々な規制等ありますが

どんな些細なことでも構いませんので何かアイデアがありま

したらよろしくお願いいたします。 

 

最後になりますが本日、１月２０日は二十四節気、２４番

目の大寒です。コロナの対策だけでも大変ですが２月３日

の節分まで１年で１番寒い季節となりますので皆様におか

れましては体調管理、車の運転にはくれぐれも気をつけて

お過ごしください。 


