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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 11月 24日（木） 第 2538回例会 

  卓話 サントリーサンバーズ 荻野 正二 様 

    

              【例会場 箕面観光ホテル】 

 

 
 

●次回の例会プログラム 
2022年 12月 1日（木） 第 2539回例会 

  半期（仮）決算報告/年次総会 

 

              〔例会場 箕面観光ホテル〕 
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❖前回例会❖ 

  出席報告 

  
2022 年 11月 17日（木） 第 2537 回例会 
会員数 32名 出席者 19名（出席率 65.51％） 
 
 
  

 ❖会長挨拶❖         芝野 弘三郎 
 

今日は可知圭樹さんの事業所である積水ハウス北大阪

支店での職場例会です。ロータリーでは 1月が職業奉仕月

間で予定より少し早い職場例会となりましたが、この遅い

時間に無理を言って会議室をお借りできたことはまさにロ

ータリーの友情の賜物です。深く感謝申し上げます。確か、

ある例会の後、メイプルホール以外でハイブリッド例会が何

処かでできないかなという話の中で、可知さんがうちの会

議室でよかったら、と申し出ていただいたのがきっかけだっ

たと記憶しています。 

 

 11 月 11 日はシンボルロード・アドプト事業で箕面小学校

5年生の生徒たちと、箕面公園通りと呼ぶそうですが、箕面

市役所前から箕面 2 丁目交差点の間の豊中亀岡線に沿っ

て歩道の清掃活動を行いました。参加いただいた、浦さん、

森田さん、木村幹事、永島さんには早朝からお疲れさまで

した。森田会員は一躍子供たちの人気者になり皆から達人

と呼ばれるくらい沢山のゴミを集められていましたことをご

報告いたします。会報に報告があったように、子供たちは競

ってゴミを探し、個人の敷地まで入り込もうとし、止めるの

が大変でした。是非来年は若い会員にご参加いただき人気

者になって欲しいと思います。 

 

  

 

今月号のロータリーの友のジェニファー・ジョーンズ会長

メッセージから、アメリカの活動家、マヤ・アンジェロウの名 

言が紹介されています。「あなたの言葉は忘れ去られること

でしょう。あなたの行いは忘れ去られることでしょう。しかし、

あなたが与えた感動は決して忘れ去られることがないので

す」先週の大阪青山大学の例会の中で説明があったように、

学生たちは今回の支援事業に大変感謝してくれたようです

し、アンケートの結果を見て我々ロータリアンも感動を覚え

たのではいでしょうか。 

 

 今月は財団月間ですが、同じくロータリーの友に、冠名基

金についての記事が載っております。冠名基金として恒久

基金に寄付すれば、投資収益がある限り、世界にいいこと

をし続けることになるということです。25,000 ドルというハ

ードルはありますが、先週お話しした、アーチ・クランフ・ソサ

イエティの 250,000ドルの 1/10ですので、実現性がある

かもしれません。 

 

 地区から「不審メールの対応についてのお願い」が事務局

に届いていますので、後日事務局より皆様に転送したいと

存じます。また、国際ロータリー理事より「メルボルン国際大

会日本人親善朝食会開催ご案内」も届いていますので興

味のある方は事務局までお問合せください。宮里ガバナー

からは、ガバナーノミニー・デジグネイト（2025-26 年度ガ

バナー候補者）として大阪北ロータリークラブの吉川健之

会員が指名されたという通知が来ております。このように地

区などからたくさんのメールが事務局経由で会長・幹事・各

委員長に届きますので、今後も出来る限り皆さんと情報を

共有したいと思います。 
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❖幹事報告❖             木村 知也 

  【11 月の例会】 

   24 日 卓話 サントリーサンバーズ 荻野正二様 

 【12 月の例会】 

    1 日 半期決算報告・年次総会 

   ８日 クリスマス例会 宝塚ホテル 

    15 日 休会  地区大会開催週 

   22 日 卓話  青 敬祐会員 

   29 日 納会  電話連絡にて出席とします 

・11/10（木）大阪青山大学の学生食堂で開催の例会の様

子を、大学 HP にて掲載していただきました。 

・11/13（日）会長・幹事会ゴルフコンペ 

⇒木村幹事・道林会員 参加 

 

❖理事役員会 報告❖    

審議事項 

・入会希望者について →異議なし 

・「令和 4 年度箕面市 20 歳のつどい」への協賛品の提供

依頼について →承認 

・「令和 4 年度春のこどもフェスティバル in 箕面」へ

の協賛依頼について →承認 

・箕面市国際交流協会「創立 30 周年記念式典および講

演会」開催と寄付依頼について →承認 

・手続き要覧外部に発注について →３部発注（１部事 

務局、２部希望者）全会員にデータでの配布   

報告事項 

・「大阪府立箕面高校記念式典」お祝い金拠出について         

                            

 ❖ＳＡＡ報告❖        ＳＡＡ 山本 貴雄     

 
ニコニコ 

黄堂泰昌会員：前回欠席のお詫び。可知様、職場例会のお手配

ありがとうございます 

西脇 悟会員：先週皆さんに誕生日会をして頂きましたのに、 

年を言うのを忘れました。76歳になったと思い 

ます？ 

芝野弘三郎会員：可知会員、職場例会お世話になります  

高橋太朗会員：可知さん、今日はありがとうございます 

浦  収会員：可知さん、有難うございます 

道林侑輝会員、河野優作会員、木村知也会員、森田雅之会員、 

庄司修二会員、山本貴雄会員、山根ひとみ会員 

米山奨学会 

上島一彦会員：可知会員、素晴らしい会場をお借りして例会が 

出来て幸いです！  

林たかみ会員、河野優作会員、黄堂泰昌会員、芝野弘三郎会

員、庄司修二会員、高橋太朗会員、浦 収会員、山本貴雄会

員、山根ひとみ会員 

 

ロータリー財団 

片山秀樹会員：可知さん、本日はよろしくお願いいたします  

可知圭樹会員、河野優作会員、木村知也会員、黄堂泰昌会員、

西脇悟会員、芝野弘三郎会員、庄司修二会員、高橋太朗会員、

上島一彦会員、浦 収会員、山本貴雄会員、山根ひとみ会員 

 

ポリオ 

道林侑輝会員、庄司修二会員、高橋太朗会員、山根ひとみ会員 

恒久基金 

可知圭樹会員、西脇悟会員、庄司修二会員、高橋太朗会員、 

山根ひとみ会員 

 

❖委員会報告❖    親睦活動委員長  山根ひとみ 

 

        クリスマス例会について          

 本日、12/8 クリスマス例会の出欠表を廻しておりま

す。ご同伴いただけるご家族のお名前、お子様はお名前

と年齢もご記入ください。 

 中学生のお子様の会費は大人と同額となっております

が、お食事をお子様用ステーキプレートとされる場合は

5000 円とさせていただきますので、その旨を事務局まで

お知らせください。 

 

❖卓話❖            可知 圭樹 会員     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職業奉仕委員長 片山会員よりご挨拶 
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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？！ 

先週は急遽お休みさせて頂きましたので、前回の答えは 
後半に載せさせて頂きます。申し訳ありませんでした。 
また、今週から答えは同じ週報内、末尾に登載させて頂 
きます♪ 

ということで、今週は・・・ 
東南アジアのクリスマス事情について見ていきます♪ 

 
キリスト教以外の宗教が多数を占める東南アジアですが、
日本に負けず劣らず、クリスマスを盛大にお祝いする国が
多いのをご存じでしょうか。 
 

一年中常夏のマレーシア 
クアラルンプールの中心にある Bukit Bintang のショッ
ピングモールには、アジアで一番高い室内クリスマスツリ
ーが飾られます。高さは２３ｍ、使われているクリスタルは
174,853個！ 

 
さて、このクリスタルの価値、日本円でいくらぐらい
の価値があるでしょうか？ 

 
①５００万円 ②２，０００万円 ③９，０００万円 

 
イスラム教徒が９０％を占めるインドネシア 

とはいうものの、インドネシアは宗教の自由を認めており、 
イスラム教、キリスト教、ヒンドゥー教、仏教のそれぞれの
主要祝祭日が、国の祝祭日となっています。 
なので、２４日、２５日はキリストの誕生日として休日になっ
ているのです。大半を占めるムスリムの人々がどう過ごす
かというと・・・ショッピングモール等でクリスタルのイベント
やセールを楽しんでいるとのこと。 
（※この記事は１１月２１日に発生したインドネシア地震前に作成したものです） 

 

キリスト教徒が大半を占めるフィリピン 
 

キリストの誕生祭として盛大かつ大規模にお祝いされてい
ます。会社でもクリスマスパーティーを主催します。 

 
そんなフィリピンで、クリスマスシーズンとされている
期間は次のうちどれでしょう。 

 
①１２月の３週目のみ ②１０月～１２月 ③９月～２月 

 
そんな中、実は保守的なイスラム国家であるブルネイ

だけが、２０１５年「クリスマス禁止法」という法律を施行。ク
リスマスをお祝いする国民に対し設けられたこの法律には
罰則も規定されました。 

クリスマスカードを送った国民に対し、どの様な刑
が科されるとされているでしょうか。 

 
①罰金２００万円 ②禁固５年 ③無期懲役 

(出展；アジア格安ひとり旅ナビ助：https://japan-info.asia/) 

★答えは一番下にあります♪ 
 

【前回の答え】 

物価が高いシンガポールが、東京に比べコストが１/
３程度のものはどれでしょう。 

答え：②タクシー 

日本では保険診療となる次の治療のうち、東南アジ
アでは保険適応外とされることが多い治療は次のう
ちどれでしょう。 

答え：②歯の治療  

マレーシアの場合、ビザなし（観光目的）でどれくら
いの期間滞在が可能でしょうか。 

答え：③９０日 

【今回の答え】 

答え：③   答え：③   答え：② 
 

 （編集：広報・会報副委員長 水島教絵） 


