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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 10日（木） 第 2536回例会 

       移動例会 

 

                〔例会場 大阪青山大学〕 

 
 

 

●次回の例会プログラム 
2022年 11月 17日（木） 第 2537回例会 

       職場例会  可知 圭樹 会員 

    

      〔例会場 積水ハウス株式会社 大阪北支店〕 
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❖前回例会❖ 

  出席報告 

  
2022 年 10 月 27 日（木） 第 2535 回例会 
会員数 32 名 出席者 21 名（出席率 70％） 
  

    
❖会長挨拶❖          芝野 弘三郎 

 

 今日は岡内重信会員の傘寿を皆

様と共にお祝いしたいと思います。

久々のみのお山荘・風の杜での移動例

会です。（宴席の空きが突然できたた

め、山根親睦委員長の計らいで、私の

家内が厚かましくも出席することに

なり、恐縮です。） 

岡内さんは、現役会員では吉龍会

員、青会員、庄司修三郎会員に次いで

の長老会員ですが、実は私と同期入会でもあります。岡

内さんは 1997 年 8 月、私は 1998 年 2 月入会、半年違い

の同年度の入会で青会長年度でした。人生の大先輩とし

て、そのお姿を見習い尊敬させていただいております。

長寿は還暦(61)に始まり、緑寿(66)、古希(70)、喜寿(77)、

傘寿(80)、半寿(81)、米寿(88)、卒寿(90)、白寿(99)、

百寿(100)、茶寿(108)、珍寿(110)、皇寿(111)、大還暦

(120)まであるそうです。岡内会員には大還暦を目指し

ていただきたいと願います。 

 

 先週の土曜日から V リーグ公式戦が始まり、スカイア

リーナでサントリーサンバーズ対東レアローズ第 1戦を

観戦してきました。上島市長の始球式も見事にコートに

インし、“あっぱれ”でした。箕面 RC はサンバーズを後 

 

援していることもあり、アリーナ席をご用意していただ

き試合を堪能してきました。後援会副会長の笹島様に大

変お世話になりました。浦直前会長は自腹でチケットを

購入され観戦されたようです。申し訳ございません。生

で観戦するのは初めてで、練習中にボールが観客席に飛

び込んでくるのには驚きました。テレビで観るのとは大

違い、迫力に圧倒されました。 

サンバーズの勝利！”あっぱれ“ 

11 月 24 日に卓話をしていただくサンバーズ・アンバサ

ダーの荻野正二様ともお会いすることができました。 

  

昨日と今日の午前中はパシフィコ横浜で開催されて

いる国際宝飾展に行っていました。ラッキーにも全国旅

行支援を利用して宿泊することができました。宿泊した

横浜ロイヤルパークホテルはランドマークタワーにあ

りますが、高さ 296m、70 階建て、ホテルのほか、オフィ

ス、ショッピングモールが入っている巨大な建物です。    

1993 年に三菱地所が開発し、今のところ日本ではあべ

のハルカスに次ぐ高さを誇っています。旅行支援「いざ

神奈川！」適用の宿泊プランで、宿泊料の 40%OFF(最大

一人 5,000 円)と一人 3,000 円の地域クーポンが付与さ

れ、実質一人 3,300 円で済んだことになります。旅行好

きの会員またはご家族も多いことと思います。支援のあ

る間に是非計画されてはどうでしょうか。 
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❖幹事報告❖             木村 知也 

 

  【11 月の例会】 

    3 日 休会 

   10 日 移動例会 大阪青山大学 

   17 日 職場例会 積水ハウス 大阪北支店 

   24 日 卓話 サントリーサンバーズ 荻野正二様 

 

・令和４年度 シンボルロード アドプト事業について 

   2022 年 11 月 11 日 9 時 30 分 市役所玄関前集合 

            11 時 30 分 解散 

 

・令和４年度 赤い羽根共同募金について 

 

❖ＳＡＡ報告❖        ＳＡＡ 山本 貴雄     

 

ニコニコ 

片山秀樹会員：岡内さん、おめでとうございます 

黄堂泰昌会員：岡内会員、傘寿おめでとうございます 

前田建司会員：岡内会員、おめでとうございます  

水島教絵会員：岡内さん、おめでとうございます 

西脇 悟会員：岡内様、おめでとうございます。私も後を続き 

たいです！ 

芝野弘三郎会員：岡内会員、傘寿おめでとうございます。 

家内が飛び入りで失礼します  

庄司修二会員：岡内さん、おめでとう 

高橋太朗会員：岡内さん、おめでとうございます 

上島一彦会員：岡内会員の傘寿をお慶び申し上げます 

浦  収会員：岡内会員おめでとうございます。いつまでもお

元気で我々を引っ張っていって下さい  

青敬祐会員、道林侑輝会員、河野優作会員、木村知也会員、 

西田泰会員、岡内重信会員、山本貴雄会員、山根ひとみ会員 

米山奨学会 

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、芝野弘三郎会員、庄司修二会員、 

高橋太朗会員、浦 収会員、山根ひとみ会員   

ロータリー財団 

青敬祐会員、道林侑輝会員、林たかみ会員、河野優作会員、 

前田建司会員、西田泰会員、芝野弘三郎会員、庄司修二会員、

高橋太朗会員、浦 収会員、山根ひとみ会員 

ポリオ 

道林侑輝会員、木村知也会員、西田泰会員、芝野弘三郎会員、

庄司修二会員、高橋太朗会員、浦 収会員、山根ひとみ会員 

恒久基金 

道林侑輝会員、前田建司会員、西田泰会員、庄司修二会員、 

高橋太朗会員、浦 収会員、山根ひとみ会員 

❖長寿の御祝❖         

 

         岡内重信 会員  

 

 

 

   岡内会員、おめでとうございます！ 
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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・・・ 
東南アジアへ「移住」してみましょう! 

これまでは、「観光」という視点でしたが、実際に住んで
みる場合、東南アジアの主要な都市での生活費はどれぐら
いになるでしょう。 

世界中の都市や国々の生活情報を管理する世界最大
のデータベースが発表している、東南アジアの生活
費ランキングが次のとおりです。 

【指数が高い＝生活費が高い（最大は 100）】 

Rank 都市 
生活費  

(家賃除く ) 
家賃 

1 シンガポール  85.59 64.77 

2 マカティ（フィリピン）  59.45 27.33 

3 バンコク（タイ）  55.44 25.64 

4 パタヤ（タイ）  52.00 17.15 

5 プーケット（タイ）  50.95 17.43 

6 プノンペン（カンボジア）  49.07 17.00 

7 チェンマイ（タイ）  47.24 13.77 

8 バリ（インドネシア）  46.01  

9 プタリン・ジャヤ（マレー
シア） 

44.24 15.43 

10 ダバオ（フィリピン）  44.10  

11 マニラ（フィリピン）  43.58 25.69 

12 ジャカルタ（インドネシア）  43.38 18.05 

(出典 NUMBEO) 

ちなみに東京はというと、91.3 という指数で、実はシンガポー

ルとあま変わらない生活コストということが分かります。 
 
 
 

そんな物価が高いシンガポールですが、東京に比べ
コストが１/３程度のものもあります。 
それは次のうちどれでしょう。 

 
①トイレットペーパー ②タクシー ③スタバラテ 

 
 
●医療機関について 

東南アジアでも、主要都市であれば、日本と同等若しく
はそれ以上の医療を受けることができます。 
しかし、きちんとした医療を安価で受けたければ、任意
の医療保険に入る必要があります。 

 

IHH Healthcare Berhed 
アジア最大の病院グループ 
本部はマレーシア 
2018 年:三井物産が 2,300 億円の
追加出資をしたことで話題に 
 
 
Mount Elizabeth Novena 

（シンガポール） 
 

(出典：https://note.com/hajime3101/n/n9c831e77de25) 

 
では、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。 

①救急医療 ②歯の治療 ③整体 
 
 
●ビザについて 

【リタイアメントビザ】 

フィリピンでは、50 歳以上で犯罪

歴がなく、現地の銀行に 200万円

以上を預けるだけで簡単に取得で

きます。更新は必要ですが、期限

がないので、永住ビザとしても知

られています。 

 

東南アジアは比較的入国に関しては緩い地域が多く、観光
目的でも、ビザなしで中期的な滞在が認められている国が
沢山あります。 
 

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。 

①３０日 ②６０日 ③９０日 
  

（出典：Dual life Media（海外移住を応援するメディア）
https://media.viamahalo.com/asia-living-cost/ ） 

★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ＲＣのＨＰで確認できます） 

 
 

【先週の答え】 

主にフィリピンや東ティモールで、キリスト教が広
まった歴史的な要因は何でしょうか。 

  
 答え：②植民地  

 
タイで外来宗教の伝来前から、主にタイ族が信仰し
ている「ピー信仰」という宗教があります。さ    
て、「ピー」とは何を意味するでしょうか。 

 
   答え：③ 精霊 
 

ラオスでも信仰が厚い上座仏教ですが、上座仏教で
次のうち許されていないものはどれでしょう。 
 

 答え：②女性の出家 

 （編集：広報・会報副委員長 水島教絵） 


