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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 4月 21日（木） 第 2513回例会 

   創立記念例会 
     帝国ホテル大阪  

◆前回例会◆ 
 ２０２2年 4月 7日（木） 第 2511 回例会 

    卓話  西田 泰 会員 
    千里阪急ホテル 『樹林の間』 

 

（出席報告）     

     会員数 28名 出席者 16名 

 出席率 66.66％ 

 

◆会長挨拶◆            浦  収 

 

 皆様こんばんは 本日

仕事で箕面市内を回っ

ていましたが、満開の桜

が散り始め、穏やかな晴

天で、一年を通じて最も

桜吹雪が綺麗に見ること

が出来る日だったと思い

ます。そして箕面市内では沢山の入学式の帰りの親子連

れの姿を目にしました。箕面ロータリークラブは先週休会で

2 週間ぶりの例会となりますが、個人的に先週休会で本当

に助かりました。というのも本日私の長男も大学の入学式だ

ったのです。京都の大学に入学にしたのですが、この春か

ら学校の近くに独り暮らしを始めることになり、先週は引越

しの手伝いに、京都に 3日間通っており、先日の日曜日に

一旦引っ越しが完了し、息子は一人暮らしを始めました。 

 3 月 10 日の合格発表の日から、入学手続き、新生活準

備、あわただしく過ごしておりまいたが、18 歳の息子は一

緒に暮らした家を出て、もう一緒に暮らすことはないというこ

とについて、心の準備もままなりませんでした。先週あたり

から一緒に暮せる日が数えるほどの日になり、これまでの

息子との日々について、様々のことに思いを巡らしました。 

真っ先に思いついたのが初めて暮らし始めた時のことです。

それは妻が病院を退院するとき、私は妻が退院手続きする

間、初めて息子を病室の外で一人抱き、病院の待合で妻

を待ちました。ふとトイレに行きたくなったとき、この子を置

いてどこにも行けないことに気づき、またこれから周りに看

護婦さんもいない、夫婦二人のどちらかがずっと見ていな

ければいけないという現実を感じ、急に不安になったことを

今でも克明に覚えています。 

 先日、妻にその話をすると、あなたの不安なんか私に比

べれば大したことないわよと言われ、おっしゃるとおり、ごも

っともだと思いました。 

 また、息子と一緒に暮らすことがなくなると思った時、もっ

と一緒に家族と一緒に過ごせば良かったと激しい後悔も感

じました。また息子の育て方はこれでよかったのか？もっと 

うまく育てられたのではないか。とも思いました。初めての

子育て、そして息子、強い男になって欲しいとの願いから、

自身が経験したラグビーをさせ、幼稚園からラグビースクー

ル入れて、泣く息子にタックルの練習をさせてことしばしば

ありました。厳しくし過ぎたせいで内向的な性格になってし

まったのではなど、普段考えない後悔が頭をよぎりました。 

 日曜日に息子が家を出て 4日目、最初穴がぽっかり開い

たような感覚で、その穴は日を追うごとに少しずつ広がる感

覚もあります。そのうちこれが当たり前になるのでしょうが。 

そんな私自身はというと、社会人になって結婚するまで実

家暮らしをしていました。男３兄弟で最後まで実家に残った

のも私でした。そして何とも恥ずかしながら、今回息子が家

を出るとき初めて、自分の両親は私が家を出るとき、どう思 

◆今週の例会プログラム 
 2022 年 4月 14 日（木） 第 2512回例会 

   卓話 水島 教絵 会員 

   メイプルホール内講義室（ハイブリッド例会） 
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っていたのだろうか？ということを、本当に 50 歳にもなろうこ

の時に、初めて想像した次第なのです。何と薄情な息子だっ

たのでしょう。でも、子供は薄情なものとして、私の息子も子

供ができ、子供が家を出るとき何となく今の私の気持ちを気

づけば良いかなと思っています。 

諸先輩方には若僧の戯言かもしれません。しかし、小さい

お子様が居る会員の皆様には声を大にしてお伝えしたい。

今の家族との時間を大切に、18年間あっという間です。 

 あと、近況では、木村貞樹会員と一緒に仕事してる ABC

ハウジングが無事開発許可がおり工事に着工しました。箕面

に住宅展示場がやってきます。 

本日は新入会員、西田泰さんの卓話です。私は、西田さ

んは将来の箕面ロータリーを背負って立つ人材だと思って

おります。卓話とても楽しみにしております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆幹事報告◆              山本 貴雄 

 ・４月の例会について 

   14日 卓話 水島教絵会員 メイプルホール内講義室 

   21日 創立記念例会 帝国ホテル大阪 

   28日 卓話 岡内重信会員 箕面観光ホテル 

 ・第 4期会費納入のお願い 

 ・2022 年 ロータリー国際大会（2022 年 6 月 4 日～8 日：    

アメリカ・ヒューストン）国際ロータリー第 2660地区  

大阪地区ナイトについて 

 ・4/14第 12回理事役員会を開催 

 

◆2022－23年度幹事報告◆           木村 知也 

 ・4/9 地区研修・協議会について（確認） 

 ・4/28 2022-23年度 第 2回理事役員会を開催 

 

 

 

◆SＡＡ報告◆             庄司 修二 

ニコニコ 

青 敬祐会員：次回メールサインは 68です 

庄司修二会員：西田さん、卓話よろしく 

高橋太朗会員：西田さん、よろしくお願い致します 

前田建司会員：西田会員、卓話楽しみにしています 

水島教絵会員、黄堂泰昌会員、山根ひとみ会員、河野優作会

員、山本貴雄会員、尾崎夏樹会員、木村知也会員 

米山奨学会 

上島一彦会員、前田建司会員、黄堂泰昌会員、河野優作会員、

山本貴雄会員、高橋太朗会員、山根ひとみ会員、尾崎夏樹会

員、 

ロータリー財団 

浦  収会員：西田会員、よろしくお願いいたします 

前田建司会員、木村貞基会員、 黄堂泰昌会員、庄司修二会

員、山根ひとみ会員、上島一彦会員、尾崎夏樹会員、 

高橋太朗会員、山本貴雄会員 

ポリオ 

尾崎夏樹会員、山根ひとみ会員 

ウクライナ支援 

片山秀樹会員：リハビリゴルフを開始しました 

前田建司会員、林たかみ会員、西田泰会員、山根ひとみ会員、

庄司修二会員、木村知也会員、尾崎夏樹会員 

 

◆お誕生日お祝い◆ 

  

３月１７日 西田 泰 会員  

 

４月１９日 水島教絵 会員 

２３日 青 敬祐 会員 
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◆卓話◆ 
    
『謹厳実直』     

    西田 泰 会員 
  
 皆さん、こんばんは。3月より伝統ある箕面
ロータリークラブの一員となりました西田泰で
す。本日は  「卓話」という貴重な機会を頂
き誠にありがとうございます。折角の機会で
すので、先輩方に少しでも私自身のことを知
って頂ければと思います。何卒宜しくお願い
申し上げます 

 
☆生年月日 1981年 3月 17日生（41歳） 
☆出身地   愛知県豊川市 
☆最終学歴 大阪外国語大学（現大阪大学）外国語学部 
※NUCB General Management 単位取得満期退学 
※米国マサチューセッツ州立大学 MBA在学中 

☆職歴 
2004-2012 三井住友海上火災保険株式会社 
2012-現在 合同会社ライフナビゲーション 
2012-現在 株式会社アーバンライフマネージメント 
2021-現在 特定非営利活動法人一歩二歩三歩 

☆趣味 
 読書（年間 200冊以上本を読みます） 
筋トレ（体脂肪率 10%を目標に励んでいます） 

 
 
～出生から学生まで～ 
・豊橋市民病院にて生まれる 
・出生後すぐに愛知県豊川市へ転居する 
・剣道、サッカー、算盤、バイオリンを習う 
・高校まで地元の公立校に通う 
・高校 2年生より AFS交換留学生として米国へ留学する 
・大阪外国語大学（外国語学部）へ進学する 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
～就職から独立まで～ 
・2004 年：三井住友海上火災保険（株）へ就職 

2004年から 2008年 愛知東支店 刈谷支社    
2008年から 2012年 新宿支店 新宿第二支社 

・2006 年：名古屋商科大学（経営学修士号）へ進学 
・2012 年：三井住友海上火災保険（株）を退職 
 
～その後（現在まで）～ 
・2012 年：（同）ライフナビゲーションを設立 
・2013 年：（一社）箕面青年会議所へ入会 
・2021 年：NPO法人一歩二歩三歩を設立 
・2021 年： （一社）箕面青年会議所を卒業 
・2022 年：箕面ロータリークラブへ入会 

～JC箕面での歩み～ 
2013年：会員開発委員会 委員 
2014年：社会開発委員会 委員 
2015年：会員交流委員会 委員長 
2016年：総務委員会 委員長 
2017年：50周年実行委員長 兼 副理事長 
2018年：理事長 
2019年：直前理事長 
2020年：会員開発委員会 委員 
2021年：監事 
 
～所属団体～ 
箕面青年会議所 シニアクラブ 
日本青年会議所 シニアクラブ 
 箕面ロータリークラブ 
BNIボーダレスオンラインチャプター 

（加入順） 
 
 

～合同会社ライフナビゲーションについて～ 
 

 
～Our Mission & Vison & Value～ 
 

Mission：関わるすべての人を笑顔に。幸せに 
Vison：人生満足度 100% 
Value：生きるって、こんなに楽しいことなんだ 

 
中期目標 

Vison：人生満足度 100% 
・自分自身の幸せを考え・追求する。 
・最も身近な人たちの幸せを考え・追求する。 
・まわりの人たちの幸せを考え・追求する。 

 

       

                            

                         

                                      

                            

                           

                         

                       


