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2022-23年度 国際ロータリー会長 ジェニファー E. ジョーンズ 

国際ロータリー第 2660地区 2022-23 年度ガバナー  宮里 唯子 

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 7月 21日（木） 第 2524回例会 

  新年度方針  職業奉仕・国際奉仕 
 
    箕面観光ホテル 例会場 

◆前回例会◆ 
  
◇出席報告◇ 

  
    2022年 7月 7日（木） 第 2522回例会 

   新年度方針 会長 芝野弘三郎会員 
 幹事 木村知也会員 
                    箕面観光ホテル 例会場 
 

 会員数 30名  出席者 22名  
 出席率 78.57％ 
 

  ◆会長挨拶◆          会長 芝野 弘三郎 

 

7月 1日から 2022-23年度が始まりました。箕面クラ

ブは事実上、今日の例会からスタートです。今から 13

年前、2009-10年度に会長職に就き今回 2度目の会長と

いうことになります。今年満 70歳になります。孔子曰

く「七十にして心の欲するところに従へども矩を超え

ず」です。これからの一年間は、ロータリーの友情と

寛容の精神に基づいて、私の発言や行動を受け止めて

いただければ幸いです。 

 

今日 7 月 7 日は七夕ですが、私にとって重要な日に

当たります。35 年前この箕面の地で会社を設立した日

になります。そこでご出席の皆様にささやかではあり

ますが、記念品としてスイーツをご用意しました。 

 

ご存知のように 7 月の誕生石はルビーです。愛と情

熱の赤色です。ピジョンブラッド（鳩の血）と呼ばれ

る色が最高とされ、紫がかった深みのある赤です。ク

ロムの含有量多くなると濃くなります。産地はビルマ

ー、現在のミヤンマーのモゴック地域ですが、タイ、

カンボジアの国境に沿っても鉱床があります。新しい

重要な産地としてはアフリカのモザンビークがありま

す。マダガスカルも色石の宝庫です。 

 

◆幹事報告◆          幹事 木村 知也 

 

7月の例会について 

7月 14日 新年度方針（クラブ運営・社会奉仕） 

      船場生涯学習センター 多目的室 2  

      お食事あり 

  21日 新年度方針（職業奉仕・国際奉仕） 

      箕面観光ホテル お食事なし 

  28日 クラブ協議会  

船場生涯学習センター 多目的室 1 

お食事あり 

 

・令和 4年度「ダメ。ゼッタイ。」普及運動の実施につ

いて。 

・大輪ゴルフ会のご案内 

・箕面まつりについて 

・ガバナーノミニーデグジネート選出について 

・地区への出席報告提出義務の撤廃について 

・オルタナの森・Minoh」オープニングセレモニー及び

内覧会について（会長・幹事参加） 

・「秋の RYLAセミナー」について 

 2022.9.23～25  ホストクラブ 茨木 RC 

     開催場所 パナソニックリゾート大阪 

◆今週の例会プログラム 
 2022年 7月 14日（木） 第 2523回例会 

  新年度方針  クラブ運営・社会奉仕 
 
    船場生涯学習センター 多目的室 2 
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◆第 3回 理事役員会報告◆ 

【審議事項】 

・『第 33回 MOA美術館箕面市児童作品展』協賛について →承認  

・庄司修三郎会員からの御祝内祝について →アドホック基金へ入金 

・2021.2022 年度決算監査人の指名について →西脇会員、芝野会員 

・令和 4年度市民ゴルフ大会 実行委員選出について →林会員  

・8/25納涼例会の会費について   

 

【報告事項】 

・2022-23年度 地区補助金事業『大阪青山大学 学生食堂支援事業』

について →チケット配布当日、会員の参加を促す、駐車場の確認 

・2021-2022年度決算報告について 

・理事・役員・委員会構成の変更（佐藤会員、三上会員の休会に伴う）

について 

  
◆SＡＡ報告◆             山本 貴雄 

ニコニコ 

芝野弘三郎会員：2022－23年度、いよいよスタートです。1年間どうぞ

よろしくお願いします。浦前会長、山本前幹事、お疲

れさまでした！ 

青 敬祐会員：新年明けましておめでとうございます 

庄司修三郎会員：傘寿のお祝ありがとうございました。修二君お誕生日

お目出とう 

上島一彦会員：年齢６４才+ロータリー歴 21年で、計 85才。出席免除

会員になるのでしょうか？芝野会長、木村幹事よろし

くお願いします。 

片山秀樹会員：芝野会長、木村幹事、1年間よろしくお願いいたします 

浦   修会員：芝野会長、本年度よろしくお願いいたします 

黄堂泰昌会員：芝野会長、木村幹事、本年度よろしくお願いします 

前田建司会員：芝野会長、木村幹事、本年もよろしくお願いいたします 

高橋太朗会員：本年度もよろしくお願いいたします 

西脇 悟会員：早くも七夕ですネ！！そして芝野丸の船出ですネ  

木村知也会員：今年 1年、よろしくお願いいたします 

林たかみ会員、河野優作会員、山根ひとみ会員、山本貴雄会員、 

西田泰会員 

米山奨学会 

青 敬祐会員、前田建司会員、西脇悟会員、黄堂泰昌会員、 

河野優作会員、木村知也会員、西田泰会員、浦 収会員、 

芝野弘三郎会員、高橋太朗会員 

ロータリー財団 

青 敬祐会員、前田建司会員、芝野弘三郎会員、黄堂泰昌会員、 

木村河野優作会員、高橋太朗会員、浦 収会員、西田泰会員、 

西脇 悟会員、河野優作会員 

ポリオ 

青 敬祐会員、芝野弘三郎会員、浦 修会員、高橋太朗会員、 

西田 泰会員 

 

 

 ◆7月お誕生日◆  

 

    ７月 8日  庄司  修二 会員 欠席 

      14日  上島  一彦 会員 

      19日  浦   収   会員 

      30日  片山 秀樹 会員 

      30日  渡辺 天介  会員 欠席 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ◆米山奨学金授与◆              張 路明 様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆委員会報告◆ 

 

 戦略計画委員長  前田 建司 

 ・7/21例会終了後、第１回戦略計画委員会を開催 

  

 親睦活動委員長  山根 ひとみ 

 ・本日例会終了後、親睦活動委員会を開催 
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◆会長新年度方針◆    

2022-23年度会長 芝野 弘三郎   

① ロータリーの起源 

第 2660地区規定情報委員会が

編集した 1998年版「ご存知です

か？」からロータリーの発祥の部

分を引用させていただき、ロータ

リーの起源を改めて確認しておき

たいと思います。新入会員の方は

ぜひ知っておいてください。 

 

ロータリー運動は、1905年（明治 38年）2月 23日の晩、

アメリカ合衆国シカゴで、孤独と疎外感に悩む青年弁

護士ポール・ハリスが、かねて温めていたアイディアに

ついて話し合うため、3人の友人と会合したときに生ま

れました。その夜、ポール・ハリスと石炭商のシルベス

タ・シール、仕立て屋のハイラム・ショーレイが、鉱山技

師ガスタバス・ローアの事務所に集まりました。 

 この 4人の会合で、ポール・ハリスは、かねてからの

主張である“実業人が友愛の気持ちで親しみ合い、仕

事のうえでの知り合いの輪を広げていくために定期的

に集まる会をつくる”という自らのアイディアを提案しま

した。4人がいろいろと話し合った結果、1つの職業か

ら 1人だけを会員として選び、クラブをつくることになり

ました。国際ロータリーは、2月 23日をロータリー創立

記念日と定めています。 

 このグループの会合は、お互いの仕事をよく知ること

ができるようにするため、会員の店あるいは事業場を

輪番に会場として、週に 1回開かれました。この輪番

制（rotation）にちなんで、クラブの名称を「ロータリー

（rotary）」としました。5番目の会員として印刷業のハリ

ー・ラグルスが入会したのち、このグループは、シカ

ゴ・ロータリークラブとして正式に発足しました。1905

年作成の最初の会員名簿には、30人の会員が記され

ています。 

 当初は会員の親睦と相互扶助を目的としていました

が、地域社会に役立つ活動をしたいという考えから、

1907年にシカゴ市内に、公衆便所を設ける運動を起

こしました。これがロータリークラブ最初の社会奉仕プ

ロジェクトと云われています。 

 1908年のサンフランシスコ・ロータリークラブに続い

て、全米主要都市にクラブの創設が相次ぎ、1910年

（明治 43年）アメリカ全土の 16 クラブが「全米ロータリ

ークラブ連合会」を結成しました。さらに同年カナダに、

続いて 1911年にアイルランド、イングランドにもクラブ

が結成され、これらが加盟して、1912年に「ロータリー

クラブ国際連合会」と改称され、1922年（大正 11年）

には「国際ロータリー」（Rotary International）と呼ばれ

ることになりました。 

 ちなみに、日本では、東京ロータリークラブが 1920

年（大正 9年）に大阪ロータリークラブが 1922年（大正

11年）に創設されました。 

 

②ジェニファーEジョーンズ RI会長の言葉 

テーマ：IMAGINE ROTARY 

女性の割合を３０％にする。５０％への足掛かり 

最も大切なのは、心地よさと配慮のある例会 

7/1 に時計が動き出します。皆さんはこの時間をどう使

いますか。 

③クラブ現況 

木村幹事と事務局の永島さんのご努力によりほぼ完

成しており、各委員会および委員長の意気込みと詳

しい計画が記述されております。 

7月 28日には皆様にお配りし、当日のアセンブリー

に臨みたいと思います。そして、8/18のガバナー補

佐訪問、9/1のガバナー公式訪問に備えたいと存じ

ますので、よろしくお願いいたします。 

 

  箕面ロータリークラブの時計も動き出しました。皆様と一

緒に、楽しく有意義な 1年間を作り上げていきましょう。 
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◆幹事新年度方針◆ 

                  2022-23年度幹事 木村知也 

 

  正面の演壇に立って話をする

のは自己紹介以来で少し緊張

しております。先ずは自己紹介

をさせていただきます。 

 

2015（平成 27 年）10 月に入会

し、もうすぐ丸 7 年となります。親

睦 2 年、プログラム、SAA、プログ

ラムと続いたので、卓話のような

形で、こちらでお話しするのは5年ぶりくらいとなります。入会

のきっかけは上島会員が父をお誘いくださいましたのですが、

それが私に回ってきて入会となりました。 

私がロータリークラブに抱いておりましたイメージは、地域

の名士、経営者が集う場所、伝統と格式を重んじる堅苦しい

場所でありましたのであまり入会したくない、というのが本音

でした。しかし、入会してから感じたことは、実はアットホーム

な場所だったという事です。 

 

 今年度の幹事のお話しをいただいた時、自分には向いて

ないのではないかと悩んでおりましたが、時間的に余裕があ

る時期であったこと、会社の社風が何でもチャレンジしようで

あるので、受けさせていただく事にいたしました。それが昨年

末から、会社が分社化することに伴い、大変忙しくなりました。

5 月くらいまでは休みもなく深夜まで仕事をしておりましたの

で、芝野会長からは自分が会長になったつもりでやってくれ

たらいい、と言われておりましたが、それどころではなくなっ

てしまいました。本当に余裕がなく、ロータリークラブを続け

ていく事も無理と感じておりましたが、ただ、芝野さんが幹事

を、とのお声をかけてくださったのだから辞めるわけにはいか

ないと、その一心で大変な時期を乗り越えて今に至っており

ます。 

 

今年度力を入れていきたい事として、出席率の向上と寄

付目標額の達成を挙げさせていただきます。 

【出席率の向上】  

昨年 69.48％⇒75～80％に出席率向上 

【寄付目標額の達成】 

財団 150 ドル  

ポリオ 50 ドル  

恒久基金 30 ドル  

米山 3万円  

寄付を増やすためには、出席率を上げることが必要だと

思っております。その為には例会時の食事の提供が重要と

なってくると思います。観光ホテルのお食事提供は 9 月から

再開して頂けることになっておりますが、楽しい、魅力のある

例会になるように、色々な工夫が必要だと考えます。各委員

会にも協力を求めながら尽力してまいります。 

 

国際ロータリー会長ジェニファーE ジョーンズが方針の中

で「心地よさと配慮の哲学」「積極的に参加できるよう」 という

事を強調されておられます。今年度、世の中が通常の状態

に戻るであろう前提ですが、何かイベントを行いたいと考えて

おります。小さいお子さんが居る若い会員が増えてきている

ので、例えば日中に集まって、アウトドアでの親睦会（BBQ 

とか ピザ焼き体験等）出来ればと思います。また、会長杯ゴ

ルフも開催したいと考えております。 

 

とにかく、何をするにも皆様のご協力が必要でございます

ので、今年度どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


