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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 6月 9（木） 第 2519例会 

   決算報告   会計 片山秀樹会員 
メイプルホール内講義室 

◆前回例会◆ 
 
◇出席報告◇ 

2022年 5月 19日（木） 第 2517回例会 
   次年度会長挨拶   芝野弘三郎会員 
   入会式 

    船場生涯学習センター 多目的室 
 

 会員数 29名  出席者 19名  
 出席率 73.07％ 
 

 ◇ゲスト◇ 
     道林侑輝 様 （株式会社アイ・コーポレーション） 

  

◆会長挨拶◆            浦  収 

 

皆様、こんばんは。まずは、

本日、新入会員の森田さんの

ご入会誠におめでとうございま

す。森田さんは現在株式会社

ユウカにお勤めで、元プロボク

サーという異色の経歴で、現在

39歳の若さです。箕面ロータリ

ークラブの将来を担う 40 歳前

後の人材が、今期は複数ご入

会いただきこの点も誠に喜ばし

い限りです。また、森田さんは大変な勉強家でありまして、

ご自身の不動産業の宅建士の資格は当然お持ちですが、

先日、一級土木施工管理技士の資格も、禁酒をしながらご

取得されました。 

さらに、本日ゲストでお越しいただきました道林さんもよう

こそ！箕面ロータリークラブへ。今夜は山本幹事が残念な

がら欠席ですが、先ほどご自身の会員への名刺交換の際

に、「山本さんの子分です。」とおっしゃっていただき、私が

大変恐縮な気持ちにもなりましたが、道林さんが山本さん

を慕っていただけるそのお気持ちを、彼も大変喜ぶと思い

ますので、山本さんの幹事の雄姿をご覧いただくため、どう

か次週もこの例会にご参加ください。ロータリークラブは世

界 120 万人が加入し、社会奉仕団体としては最高峰のク

オリティを持つ会であり、必ずや道林さんの可能性が一気

に広がることと確信します。道林さんのことは以前から山本

幹事や木村会員に箕面ロータリークラブにふさわしい素晴

らしい人格者である旨はお聞きしておりますので、是非

我々の仲間になっていただきたく存じます。 

さて、本日は芝野会長エレクトの次年度方針の発表とい

うことで、いよいよこの私にも元会長の足音が聞こえて参り

ました。任期は残り1ヶ月ほどとなりましたが、まだ会員増強

は諦めておりませんし、残された時間自身の職責を全うす

る所存です。 

元会長と言えば、ロータリークラブにとっては恥ずかしい

話でありますが、先日、兵庫県のロータリークラブ会員 4 人

が強制わいせつで逮捕されるという事件があり、新聞記事

に掲載されました。宴会の食事の給仕をされていた女性の

体を触ったとのことで、4人は現職の理事で、うち 3人は会

長経験者ということまで新聞記事の内容とされていました。

私も、もともと素行が良い方の人間ではないと自覚していま

すので、会長の間は、会に迷惑をかけるようなことは絶対し

ないと自身の行動に細心の注意を払っていました。しかし

今回の新聞記事で、会長の任期終了後も元会長ということ

で社会的な非難を受ける立場になるということに、改めて驚

愕しました。逆に言えば、それが社会のロータリークラブに 

◆今週の例会プログラム 
2022年 6月 2日（木） 第 2518回例会 

   東北被災地支援派遣職員（箕面市）講演 
    担当   黄堂泰昌会員 

      船場生涯学習センター 多目的室 
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対する強い期待の裏返しだとも思います。 

本日ご入会の森田さんも今後ロータリークラブ会員になら

れたということで日々の自身の行動には、今後一層お気をつ

けいただければと有難いと存じます。 

さて、繰り返しになりますが、私の会長任期もあと 1 ヶ月ほ

どとなりましたが、私自身は最終の例会が終わるまで、会長

の仕事に対するテンションを少しも下げるつもりはありません。

そして今、私の頭の中は芝野次期会長に良いバトンを繋ぐこ

とで一杯です。会員の皆様、どうか後 1 ヶ月、浦年度のロー

タリークラブ活動への、ご協力を今一度よろしくお願いいたし

ます。 

 

◆幹事報告◆           代理 木村 知也 
  
 ・6月の例会について 
   2日 東北被災地派遣職員（箕面市）による講演 
      臨時総会       船場生涯学習センター 
   9日 決算報告       メイプルホール内講義室 
   16日 出席表彰       箕面観光ホテル 
   23日 移動例会       『かえで』 
   30日 休会 
 ・新入会員について 

  ・6/2 船場生涯学習センター（多目的室）机の搬入及び片付
けのお願い） 

 ・6/2 臨時総会開催について（例会内、会長挨拶時間にて） 

 

◆SＡＡ報告◆             庄司 修二 

ニコニコ 

芝野弘三郎会員：森田様、ご入会おめでとうございます 

黄堂泰昌会員：森田さんご入会おめでとございます 

前田建司会員：森田さん、ご入会おめでとうございます 

庄司修二会員：森田さん、入会おめでとうございます 

西脇 悟会員：芝野さん、卓話よろしく！ 

水島教絵会員、河野優作会員、山根ひとみ会員、木村知也会

員、西田 泰会員 

米山奨学会 

浦 収会員：森田さん、ようこそ箕面ロータリークラブへ、道林さ

んもようこそお越し下さいました 

芝野弘三郎会員、黄堂泰昌会員、前田建司会員、西脇悟会員

河野優作会員、山根ひとみ会員、西田泰会員 

ロータリー財団 

芝野弘三郎会員、前田建司会員、庄司修二会員、西脇悟会員 

木村知也会員、山根ひとみ会員、西田泰会員 

ポリオ 

片山秀樹会員、庄司修二会員、高橋太朗会員、西田泰会員 

 

 

 

 

◆森田雅之様 入会式◆ 

森田雅之様の入会式を執り行いました。浦会長より『四つの

テスト』『ロータリーの目的』の額を授与され、森田様のご紹介、

そして森田様のご挨拶とつづき、入会式も無事終了いたしま

した。森田様、どうぞよろしくお願いいたします!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆2022-23年度会長方針◆   

第５４代 会長 芝野 弘三郎 

 

新型コロナウィルス感染症の蔓延により、

この 2 年半の間、食事付き例会の開催も

ままならず会員間の親睦も充分に行うこと

ができませんでした。2022-23年度は皆様

のご協力のもと、感染症対策を取りつつ

食事のある例会をできるだけ多く開きたい

と思います。 

さて、RI会長 Jennifer E. Jones氏は「IMAGINE ROTARY」

をテーマに掲げました。 ジョン・レノンの名曲”IMAGINE”は

ロータリアンに対する行動への呼びかけだと。皆様もご自身

で未来のロータリーの理想、奉仕の理想を考えてみてくださ

い。ロータリーにおける D 多様性・E 公平さ・I インクルージョ

ンの重要性を強調されていますが、ロータリーの「寛容」精神

ではないでしょうか。それが会員増強につながることにもなる

と考えます。 

1933 年の第 24 回国際大会での次のような、ポール・ハリ

スの肉声が残っているようです。 

「ロータリーは、あらゆる職業や地位、あらゆる国、あらゆる形

式の宗教の人たちに開かれています。 --- ロータリーの才

知と栄光は、まさにここにあります。 --- ロータリアンは多く

の点で異なる者同士ですが、二つの点で完璧に調和してい

ます。」 

以上のことを踏まえて、次年度の会長方針としては 3 つ挙

げたいと思います。 

 

１ ロータリーをもっと知ろう 

100年以上に渡って培われたロータリーの仕組みを熟知する

ことにより、ロータリーの精神や活動方法が学べます。更にケ
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ース、クラブセントラルなど閲覧し学ぶことができます。 

また、2660 地区のウェブサイトにログインすれば地区が提供

する様々な情報が入手できます。 

クラブ運営に欠かせないのはクラブ定款および細則です。こ

の内容が理解され実行を伴えば立派なロータリアンでしょう。 

 

２ 全会員が参加できる奉仕活動 

各委員会が委員長のリーダーシップに基づき、新鮮でユニ

ークな活動を考え実行に移してください。そのためにも各委

員会で定期的に懇親会を開いていただきたいと思います。

必要であれば委員会費用として一部クラブが負担することも

考えたいと思います。そこで提案された案件については定期

的に（年 4 回程）開催するクラブアセンブリー（協議会）で報

告していただきたい。理事会の承認が必要なものもあるかも

しれません。 

 

３ 楽しい例会作り 

会員にとっての心地よさと配慮のある例会。毎週木曜日の夕

刻、仕事で疲れた体や心を癒せるような、出席して楽しくくつ

ろげるような例会を目指していただきたい。例会の進行順序

を変えるのは難しいかもしれませんが、その中でも工夫を凝

らしてエキサイティングな会にしていただきたい。 

 

■次年度宮里唯子ガバナーは地区としてのテーマはないよ

うですが、テーマ旗には「大阪のロータリー100 周年を祝お

う！」を掲げておられます。 

■ 地区補助金事業は大阪青山大学 学生食堂支援事業 

です。コロナ禍による学生本人または生活維持者の収入減

等により経済的な苦境にある在学生に対し、食を通じて学生

生活の支援を行う。 

 

■ 寄付目標額：   

財団  ・年次基金 US$150  

 ・ポリオプラス US$50  

 ・恒久基金 US$30（US$1,000に達してベネファクター） 

米山奨学会 一般寄付・特別寄付合わせて 3万円 

ニコニコについては、予算に基づき検討中ですが本年

度は 3万円 

 

■ 理事・役員・委員会構成について 

   理事会メンバー：直前会長・幹事、会長・幹事・会計、 

会長エレクト・次期幹事およびパスト会長 2名の計 9名 

クラブビジョン策定委員会：直前会長、会長、会長エレ

クト、会長ノミニーの４名 

 ビジョン 

1. ロータリー精神に基づいた親睦と奉仕を通して、クラブ

会員全員が感動を得、その魅力を周囲の人々に伝える

ことに努める。 

2. 奉仕活動は箕面の地域に根差し、持続可能なものにす

る。 

3. 奉仕活動を効果的に行うために地区財団補助金を有効

に利用する。 

 

■自己紹介 

1952 年 11 月 7 日、東大阪市生まれ、20 歳ごろに箕面に

越してきました。あと半年で満 70歳、サラリーマンなら完全退

職の時期です。 

大阪市立天王寺中学校、大阪府立高津高校、神戸大学

経営学部卒業、三菱商事、中央区難波に在ったジュエリー

シバノ、１９８９年箕面市白島にて宝石店を開業し３３年が経

ち現在に至る。 

ロータリー歴は会長年度中に２５年、四半世紀になる予定、

こんなに長く続くと自身驚いています。 

委員長経験としては、米山・国際奉仕・職業奉仕・会計・

SAA・親睦、そして 2009-10 年度に会長、2012 年にはライラ

（Rotary Youth Leadership Awards） 実行委員長を経験、次

年度 2回目の会長を拝命いたしました。 

ロータリーの良いところは、仕事関係では出会えない方々

と親しくなれること、ロータリーの素晴らしい仕組みを利用し

て様々な奉仕活動を効果的にできること。その様々な奉仕

活動を通じて人生を豊かにできます。 

趣味は現在特にはございません。若い時にはスイミング、

40～50 代はウォーキング、これによって体重は 15～20kg 落

とすことができ、高血圧も解消出来ました。 

家族は家内と 2人の子供と 4人の孫、長男４２歳、長女３９

歳、孫は小６から年少までおります。子供は宝であると言わ

れますが、ロータリーも宝の一つとして持ち続けたいと思いま

す。 

最後に、この年齢になるといろいろ身体に不具合が出てま

いります。そのメンテナンスのため月末から１週間程休養を

取ることにし、7月からの新年度に備えたいと存じます。 

 


