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想像してください、私たちがベストを尽くせる世界を 
  私たちは毎朝目覚めるとき、その世界に変化をもたらせると知っています 

●今週の例会プログラム 
2022年 9月 15日（木） 第 2531回例会 

       卓話 吹田市民病院 脳神経外科部長 
梅垣 昌士 様 

               〔例会場 箕面観光ホテル〕 

 
 

 

●次回の例会プログラム 
2022年 9月 22日（木） 第 2532回例会 

       納涼例会 
    

                  〔例会場 音羽山荘〕 
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例会場  箕面観光ホテル     例会日  毎週木曜日 18：30～ 
事務局  〒562-0006大阪府箕面市温泉町 1-1 (箕面観光ホテル内)  Tel：072-724-2781  Fax：072-724-1786 

Email ： mino-orc@abeam.ocn.ne.jp    HP ： http://mino-orc.net/   

❖前回例会❖ 

  出席報告 

  
2022 年 9 月 8 日（木） 第 2530 回例会 
会員数 32 名 出席者 21名（出席率 72.41％） 

       
卓話  森田 雅之 会員 

           道林 侑輝 会員 
   

 
❖会長挨拶❖          芝野 弘三郎 

 

先週は宮里ガバナー公式訪問、山下正和さんの入会式な

ど超過密のプログラムでしたが、何とか時間通りに終え

ることができ、また、例会終了後には、ほぼ全員の方が

ガバナーと言葉を交わしていただき、暖かく迎え入れる

ことができたのではないでしょうか。これもひとえに皆

様方のご協力、友情のたまものです。 

 さて、先週の土曜日には財団セミナーが開催され、庄

司修二委員長が出席、私はウェビナーで受講しました。

委員長から改めて委員会報告があると思います。ロータ

リーレート US$1.00 が先月の￥133 から今月￥139 に値

上がり、来月は￥140 半ばになる勢いです。 

 宮里ガバナーから、箕面クラブは地域密着の奉仕活動

を一生懸命されていますが、国際奉仕にも力を注いで欲

しいとの要望がありました。 

 今月は、基本的教育と識字率向上月間とロータリーの

友月間です。今月号のガバナー月信にもこの 2 点につい

て述べられています。以前の幹事報告にもありましたよ

うに、ガバナーは月信を毎月、精読するように切望され

ていますので、よろしくお願いします。 

その中で、2018 年の調査では約 2 億 5,800 万人の子

どもたちが学校に通っていなかったことや、世界には識 

 

字力がない成人が 7 億 7,300 万人おり、その大半が女性

であるということです。 

 また、ロータリーの友については、表紙は障害者によ

るアート作品を掲載し、アートは健常者の特権ではなく、

障害のあるなしにかかわらず、豊かな才能と表現で彩ら

れた作品を掲載することで DEI推進に取り組むロータリ

ーの在り方をアピールしていくと書かれています。 

9 月の誕生石はサファイヤです。カシミール産の希少

なサファイヤはブルーサファイヤの色の基準となって

います。カシミールはインド北部とパキスタン北東部の

国境付近に広がる山岳地域です。サファイヤはコランダ

ムという鉱物で赤以外のすべての色

を含みます。赤色のコランダムのみ

ルビーと呼ばれます。特殊な色のサ

ファイヤとしてパパラチアサファイ

ヤがあります。スリランカ産がいいとされていますが、

マダカスカルでも多く産出されます。希少かつ貴重なピ

ンクがかったオレンジ色のサファイヤで、蓮の花を意味

するシンハラ語から名付けられました。 

      
←パパラチアサファイヤリング・鑑別書 

おしまいに 

本日は可知さんに、腰痛に効く

体操をご披露頂きました♪ 

【ポイント】 

毎日コツコツリセット！ 
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❖幹事報告❖             木村 知也 

 
 【9 月の例会】 会場：箕面観光ホテル お食事あり 

15 日 吹田市民病院脳神経外科部長 梅垣様 

   22 日 納涼例会 音羽山荘 

   29 日 休会(第５週目) 

 

 

●2022 年 8 月  青森県大雨災害支援金について 

 

❖ＳＡＡ報告❖       ＳＡＡ 山本 貴雄    

 

ニコニコ 

黄堂泰昌会員：森田会員、道林会員、卓話よろしく！ 

前田建司会員：長期欠席、失礼しました 

西脇 悟会員：森田会員、道林会員、卓話よろしく！ 

芝野弘三郎会員：森田会員、道林会員、卓話よろしく！ 

道林侑輝会員、可知圭樹会員、河野優作会員、木村知也会員、 

水島教絵会員、森田雅之会員、西田泰会員、尾崎夏樹会員、 

山本貴雄会員、山根ひとみ会員 

米山奨学会 

上島一彦会員：森田会員、道林会員、卓話楽しみです  

道林侑輝会員、河野優作会員、黄堂泰昌会員 前田建司会員、

西田泰会員、西脇悟会員、尾崎夏樹会員、芝野弘三郎会員、 

浦 収会員、山本貴雄会員、山根ひとみ会員 

ロータリー財団 

林たかみ会員、可知圭樹会員、河野優作会員、木村貞基会員、

木村知也会員、黄堂泰昌会員、前田建司会員、西田泰会員、西

脇悟会員 尾崎夏樹会員、芝野弘三郎会員、上島一彦会員、 

山本貴雄会員、山根ひとみ会員 

ポリオ 

片山秀樹会員、西田泰会員、芝野弘三郎会員 

恒久基金 

前田建司会員、西田泰会員 

 

  

 

 

 

 
 
 
 

         

 

 

 

❖委員会報告❖      

 広報・会報委員会    副委員長 水島 教絵 

   

 本日はアンケートを配布させてい

ただいております。自由にご意見を

書いていただきたいので無記名とさ

せていただきます。本日お持ち帰り

いただきご記入ください。出来次第

で結構ですので、事務局にご提出く

ださい。ご協力をよろしくお願いい

たします。 

 

❖新入社員卓話❖ 

 

それぞれの会員のカラーが出たとても興味深い内容でし

た。 

森田会員、道林会員今後のご活躍を期待しております。

これから宜しくお願い致します！ 

 

  

 

2022.5 月入会 

森田雅之会員 

 

 

    

 

2022.6 月入会 

     道林侑輝会員 
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今週のワールドクイズ 

アジア地域に焦点を当て、毎週様々なクイズを出してい

きます♪さて、今週は何問正解できるでしょうか？！ 

今週は、ベトナムの『食』についてです！ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「ブン・チャー・ハノイ」 
ハノイ発祥のベトナム名物料理。ヌクマムベースに
酢の酸味が効いた付けダレには網で焼いたつくねや
豚肉が具として入っています。つけ麺のように麺に
タレを染み込ませて食べます♪ 

（出展：ホーチミン観光情報ガイド 

 https://www.hcm-cityguide.com/c/restaurants/s/ 

vietnamese-noodles-hotpots/articles/355） 

 
東南アジアでの食事でよく使われる食器の組
み合わせはどれでしょう？ 

 
① 箸とスプーン   ② フォークとナイフ  
③ スプーンとフォーク 

 
※イスラム教やヒンズー教徒の人たちは右手で食事
をしますが、↑を使うことも多いそうです 

 
ベトナムの主食はどれでしょう？ 
 
①麺  ②お米  ③パン 

 
 

ベトナムで、ベトナム料理が食べられない人が
いたらお勧めできる料理はどれでしょう？ 

 
①日本料理  ②フレンチ  ③中華 
 
         

★答えは来週の週報で発表します♪ 

（週報のバックナンバーは、箕面ロータリークラブＨＰ

で確認できます） 

 

 

【先週の答え】 

ブルネイ・ダルサラーム国について 

なんと、ブルネイ国民は、医療費・教育費・個人の

所得税・消費税が無料です！ 

ブルネイにある、世界最大級の王宮「イスタ

ナ・ヌルル・イマン」の部屋数は、1788 室！ 

1984年に完成しましたが、広さ 20ヘクタールの広

大な敷地に建ち、推定建築費４０億米ドルだそう

です。 

 

一人当たりの GDP(単価 US＄) 

結果は・・・ 

39,340 44,809 69,231 136,701 

ブルネイ 日本 米国 ルクセンブルク 

  この指標は、物価や国民の数、寿命等、前提となる

環境が違うので、様々な見方ができます。しかしこ

の数字からは、発展途上国が多い南アジアには、経

済大国が隠れている、という印象を持つ方も多いの

ではないでしょうか。 

 

「ワワサン・ブルネイ 2035」 

ブルネイで 2008 年に発表された長期的な国家ビジョン。 

2035 年を目標に次の目標等を掲げています。 

 

（1）国民の生活水準を世界の上位 10 位まで向上すること

（2）国民が高い教育と優れた技術を取得すること 

（3）石油・天然ガスへの過剰な依存から脱却して多様化され

た経済でのダイナミックで持続可能な社会国家を実現す

ること 

 

その為現在、海外企業の誘致を積極的に進めており、東南ア

ジアでも有数の親日国である為、資源開発含め様々な業種の

日本企業が注目している国でもあります。ニュースでブルネ

イのことが取り上げられていたら、是非注目してみて下さ

い。 

 

 （編集：広報・会報副委員長 水島教絵） 

https://www.hcm-cityguide.com/c/restaurants/s/

