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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 16日（木） 第 2520例会 

   出席表彰および振返り 出席向上委員会 
   箕面観光ホテル 

◆前回例会◆ 
 
◇出席報告◇ 

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 
 

 会員数 29名  出席者 18名  
 出席率 72％ 
 

 ◇ゲスト◇ 

     米山奨学生 張 路明 様 

 岡本 力弥 様 

  野村 浩平 様 
 

  

◆会長挨拶◆            浦  収 

 

皆様、こんばんは。本日は箕面市の東日本大震災にお

ける災害復興派遣職員である野村様と岡本様をお迎えし

て、東日本大震災復興の最新状況をお聞かせいただける

とのことで、貴重なお話をお聞きできることを大変感謝いた

しております。本日、臨時総会をこの会長挨拶の時間を利

用して行う予定でしたが、急遽予定を変更して原則通り例

会終了後に臨時総会を開催することに変更しましたことを

ご了承ください。 

さて、改めて東日本大震災のことを思い出します。阪神

大震災の時も同じですが、大地震が発生した時のその状

況は、皆様それぞれよくご記憶をされておられるものだと思

います。 

私は、11年前の 2011年 3月 11日は、その前日付けで

勤務していた不動産鑑定会社を退職したところでした。失

業中の身ですから、その日は午前中、池田のハローワーク

に行き、その帰り道、外食するお金もないので実家に帰っ

て昼食を食べさせてもらいました。その後その日は特に用

事もなく、昼食後昼寝をしました。 

当時は不動産鑑定士の最終の修了面接試験の結果待

ちの状態で、不動産鑑定士登録もしていませんでした。前

日勤務していた鑑定会社を退職したことにより、その時の

自分は全く何の組織にも属していない状態となりました。昼

寝の眠りにつく布団の中で「自分が全く何の組織にも属し

ていない状態は幼稚園に入学する前の未就学の幼児以

来だなあ」と思いました。数か月後にはいずれ不動産鑑定

士として独立開業する予定だったのですが、この完全自由

な自分自身の状況を感じ、今後の自営業者へとなる希望

に胸を膨らませながら、前日までアルバイトなどの疲れから

か、すぐに深い眠りにつきました。15 時頃目覚め、1 階の

居間に降りると母が居て、テレビが着いていました。余談で

すがその日は母の誕生日でした。 

ふと見たテレビには、たくさん並べたミニカーに、バケツ

をひっくり返したような水を流した光景が映り、そのミニカー

が水にフワフワと流され、または転がっていました。寝ぼけ

ていた自分は、そのテレビの映像が本物の自動車で、地

震による津波に実際流されている現実の映像だということ

を認識するのに時間を要しました。 

あの日から、日本は全く違う国になったと言っても過言で

はないくらい一変しました。地震と津波、原発事故により沢

山の犠牲者が生まれ、復興は未だ完了していない状況で、

生存されている、被災者の方々の心の傷は癒えることはな

いでしょう。 

◆今週の例会プログラム 
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 
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我々は今一度、東日本大震災での犠牲者への哀悼の気

持ちを思い起こし、後世にこの出来事、教訓を伝える責務が

あることを自覚しなければなりません。そして今後起こり得る

大災害への日頃からの備えを忘れてはならないということを

も含めて、今回の箕面市派遣職員様の卓話の機会に改めて

肝に命じなければならないと感じます。 

 

◆幹事報告◆              山本 貴雄 
  
 ・6月の例会について 
   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（最終例会） 『かえで』 
   30日 休会 
 ・池田くれは RC レクイエム音楽会について 
 ・6/6～9 まで箕面観光ホテル休館（6/7停電） 
 ・本日、第１４回理事役員会開催 

   
◆理事役員会報告◆ 
 審議事項 

 ・サントリーサンバーズ箕面後援会の設立について→承認 

 ・池田 RAC50周年式典参加等について→承認 

 ・「かえで」移動例会の費用について→幹事一任 

 ・奉仕会計について→不承認 

 ・GECS箕面川清掃後援について→承認 

 ・森田会員の親睦委員任命について→承認 

報告事項 

 ・森田会員の今期会費負担額について 

 ・決算予測について 

 

◆SＡＡ報告◆             庄司 修二 

ニコニコ 

青敬祐会員：5/31の 11時元会員林喜英さんとお別れしてきました 

前田建司会員：箕面市職員の皆様、本日はありがとうございます 

庄司修二会員：野村さん、よろしくお願いします 

黄堂泰昌会員：浦年度もあと 1 ヶ月ですネ。箕面市の職員様 

卓話よろしくお願いします。 

西脇 悟会員：災害復興派遣の報告、野村様よろしく！！ 

河野優作会員、山根ひとみ会員、西田泰会員、山本貴雄会員 

 

米山奨学会 

片山秀樹会員、林たかみ会員、前田建司会員、庄司修二会員、

黄堂泰昌会員、西脇悟会員 河野優作会員、山根ひとみ会員、

西田泰会員、山本貴雄会員 

ロータリー財団 

前田建司会員、庄司修二会員、黄堂泰昌会員、西脇悟会員、 

林たかみ会員、山根ひとみ会員、西田泰会員、山本貴雄会員 

ポリオ 

浦収会員、庄司修二会員、高橋太朗会員、西田泰会員、 

山根ひとみ会員 

◆東北被災地支援派遣職員（箕面市）による講演◆ 

 

・ 岩手県大槌町へ派遣（R2.4～R4.3 ２年間） 

 野村 浩平 様 

『大槌町災害復興派遣の報告』 

 

・ 宮城県気仙沼市へ派遣（H31.4～R4.3 ３年間） 

  岡本 力弥 様 

 『気仙沼災害復興派遣の報告』 
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◆臨時総会◆  

 

 第 2518回例会終了後、箕面ロータリークラブ細則変更につい

ての臨時総会を開催、以下の通り可決されました。 

 

１．１号議案 

【新設】 

第 11条 会員身分 

第１節 配偶者会員  女性会員が出産ならびに育児により

長期間例会に出席できない場合、 当該年度の理

事会の承認をもって、その配偶者を当該会員の代

理としてクラブ例会へ  出席し、委員会活動などを

会員同様に行なう事ができる。 

第２節 配偶者会員が会員と共に例会に出席する場合は、

配偶者はビジター扱いとする。 

 

第１２条 休会 

第1節 会員が次の事項のいずれかに該当する場合は、休

会届を提出し、当該年度の理事会の承認により、例

会への出席免除、会費の軽減をもって休会扱いと

する。 

（a）会員本人の病気、ケガにより長期間、入院また

は自宅加療を必要とする場合。 

（ｂ）事業の運営上、長期にわたり海外もしくは国内

に出張・赴任する場合。 

（ｃ）出産、育児、家族の看護などにより、長期間例

会に出席できない場合。 

第２節 休会中の会費の軽減額については、ＲＩ地区資金分

を除き、当該年度の理事会が決定する。 

第３節 休会中の会員の例会出席については、第 6 条第 3

節但し書きの規定を適用する。 

 

【変更】 

＜現行＞第 11条 改正 ➜＜変更後＞ 第 1３条 改正  

 

２．２号議案 

【変更】 

＜現行＞ 

第 6条 入会金及び会費 

第３節 前２節の規定にかかわらず、出席免除会員のうち、

継続的に例会出席が困難な会員は、 期初に本ク

ラブに申し出ることにより、例会費相当額を控除した

会費の年額２０万円を  納入することができる。た

だし、当該会員が例会に出席する際は、その都度、

例会費としてビジターフィーと同額を支払わなけれ

ばならない。 

＜変更＞ 

第３節 前２節の規定にかかわらず、出席免除会員のうち、

継続的に例会出席が困難な会員は、 期初に本ク

ラブに申し出ることにより、例会費等相当額を控除し

た会費の年額１５万円を納入することができる。ただ

し、当該会員が例会に出席する際は、その都度、例

会費としてビジターフィーと同額を支払わなければ

ならない。 

 

＜現行＞ 

第 9条  

第２節 会計は、理事会によって指定された一つまたは複

数の金融機関にクラブ資金を預金  する。 クラ

ブ資金は、クラブ運営用と奉仕プロジェクト用の 2

つの口座に分けて預金する。  

     

＜変更＞      

第 9条 財務 

第２節 会計は、理事会によって指定された一つまたは複

数の金融機関にて、クラブ資金を預金管理する。

クラブ資金は、一般会計、奉仕会計および特定目

的の基金、積立金に分けて預金管理する。 

 

 

 

 

 

 

 


