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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 17 日（木） 第 2509 回例会 

   講演 島津ゆう子 様 
 千里阪急ホテル ２階『クリスタルホール』 

◆前回例会◆ 

 2022年 2月 24日（第 2507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 15名 

 出席率 62.5％ 

 

◆会長挨拶◆            浦  収 

 

皆様こんばんは 久しぶりの箕面観光ホテルで例会です。

やはりホームはいいですね。早く以前のように当ホテルで

食事を伴う例会が開催できることを切に願います。 

さて本日は箕面観光ホテルの浜地さんの初めての卓話

ということで、とても楽しみにいたしております。浜地さんは

一見してとても真面目そうなのですが、どのようなお人とな

りの方か、詳しく存じ上げず、生い立ちも含めてとても興味

深く拝聴しております。 

 本日は衝撃的なニュースがありました。ロシアによるウクラ

イナ侵攻のニュースです。現代社会において、まさか本当

にこのような選択をする国があるのかと思いましたし、第二

次世界大戦の軍事大国同士の争いにも発展する可能性

のあるとんでもない出来事だと思います。このような状況下

で原油や金の価格が高騰しているようで、金融市場は不安

定となり、不確実性が極めて高い世界情勢となりました。 

値上げと言えば、私は 12年間司法書士を受験し続けて

おりますが、合格したら買おうと思っていたロレックスの時

計があり、ずいぶん前から５００円玉貯金をしておりました。

5 年前くらいにはヨドバシカメラの店頭に私の欲しい時計が

あり、シューケース越しにその時計を見ながら勉強へのモ

チベーションをあげておりました。そうこうしているうちに数

年前にその時計定価が 1.3 倍に上昇し、また、その後ヨド

バシカメラの店頭からロレックスが消え失せました。どういう

状況なのか最近調べてみると、現在は、その値上げした定

価の約 1.5 倍で第三者に時計が転売されている状況です。

このままでは又、値上げし、その時計が買えなくなるとお思

い、ここは先に購入をしてしまおうとロレックスの正規店に

行ってみると、平日なのに入店待ちのお客さんの長蛇の列。

2 回ほど行きましたがお目当ての時計の在庫はなしという

状況。定価より高く転売できるので転売屋さんも多数並ん

でいるようです。このロレックス正規店を複数回り、商品を

探すことをロレックスマラソンということを初めて知りました。 

時計だけではなく私の不動産業仕事では、建築費の動

向を表す一般財団法人建築物価調査会の建築費指数が、

この 1年で 7％上昇しているデータを見ました。データだけ

ではなく、一般の建売業者の肌感覚をヒアリングすると、こ

こ最近建築費 15％程度上昇しているイメージとのこと。 

これら以外にも今後4月以降値上げが予定されているの

商品は、しょうゆやマヨネーズのほか、麺類のパスタやうど

ん、加工肉のハムやソーセージなどにも広がる。食品に限

らず、ティッシュや電気・ガスも値上がりするそうです。有名

なところでは「うまい棒」という 10 円スナック菓子の価格を、

発売 43年で初めて 10円から 12円に値上げするというこ

とです。 

 この物価上昇の要因は、中国の経済成長や欧米の景気

回復などで世界的にモノの需要が高まっている一方、農産

物の不作やコロナ禍による働き手・コンテナの不足で供給

が追いつかないなどの複合的な要因があります。そしてこ

こにきて戦争です。 

 
◆今週の例会プログラム◆ 

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） 
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足元の景気は決して良くないのにこの状況で、物価上

昇が続く。そしてウクライナ情勢も不透明であり、不確実極

まりない世の中で、今後の予測は全く立てられない状況で

す。ここは下手に動かず静観し、この状況を注視して受け

入れるしか今はないのかなと思っております。 

 

 

◆幹事報告◆         代理  前田 建司 

  ・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） 

  ・箕面千里中央 RC主催 

   「交通遺児支援チャリティーコンサート」開催のご案内   

 

◆SＡＡ報告◆            庄司 修二 
ニコニコ 
浦  収会員：浜地さん、よろしくお願いします。  
芝野弘三郎会員：浜地さん、卓話よろしく!!  
黄堂泰昌会員：浜地会員、卓話よろしく 
前田建司会員： 浜地会員、卓話宜しくお願いいたします 
高橋太朗会員：浜地さん、よろしくお願い致します 
河野優作会員、庄司修二会員、木村貞基会員、 
林たかみ会員 
米山奨学会 
上島一彦会員：浜地会員、卓話よろしくお願いします 
木村貞樹会員、黄堂泰昌会員、庄司修二会員、 
前田建司会員、河野優作会員、高橋太朗会員、 
河野優作会員 
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 
黄堂泰昌会員、庄司修二会員、河野優作会員、 
木村貞樹会員、高橋太朗会員 
ポリオ 

 

◆卓話◆                    浜地 誠 会員 

 

 

 

 

 

◆2022-23年度 RI会長◆ 

ジェニファー E. ジョーンズ氏 

ウィンザー・ローズランドロータリークラブ  

  （カナダ、オンタリオ州） 

 

 

 

 

 

 

◆2022-23年度 RI会長テーマ◆ 

「IMAGINE ROTARY」 

「イマジン ロータリー」 

 

 

◆2022-23年度 主要行事（地区発表）◆ 

7/16（土） 合同地区委員会 

7/23（土） クラブ米山委員長・カウンセラー研修会  

8/6（土）  クラブ職業奉仕委員長会議  

8/27（土） クラブ青少年奉仕合同委員長会議 

9/3（土）  地区ロータリー財団セミナー 

9/17（土） クラブ国際奉仕・社会奉仕合同委員長会議 

9/23（金）～２５日（日） 

秋の RYLAセミナー（ホストクラブ：茨木 RC) 

10/8（土）  公共イメージ向上セミナー 

12/16（金）～１７（土） 地区大会 

1/28（土）  地区ロータリー財団補助金管理セミナー 

2/18（土）  2023-24年度のための地区チーム研修セミナー 

3/4（土）   2023-24年度のための PETS（会長エレクト研修セミナー） 

3/18（土）  IM第 1組ロータリーデー 

4/8（土）   2023-24年度のための地区研修・協議会 

５月の３連休予定 春の RYLAセミナー（ホストクラブ：守口イブニング RC） 

5/20（土）  2023-24年度のための地区会員増強セミナー 

5/27（土）～３１日（水） 国際大会 オーストラリア・メルボルン 

 

＊年間行事は今後変更や追加される可能性がございます。 

 ガバナー月信 2022年 7月号で再度確認下さい。 


