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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 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〕 

 

 
 

●次回の例会プログラム 
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〕 
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❖前回例会❖ 

  出席報告 

  
2022 年 11月 10日（木） 第 2536 回例会 
会員数 32名 出席者 16名（出席率 57.14％） 
 【ゲスト】 

理事長             眞下利晴様 
学  長             篠原 厚様 
副学長兼事務局長   宇野保範様 
学生支援センター長  笹部雅彦様 
学青会会長   松島千恵様 
学青会副会長     中井千智様 
学青会副会長     中本円来様 
池田 RC           林原みどり様 
池田 RAC         中野春樹様 
米山奨学生        張  路明 様 

 
 

 ❖会長挨拶❖         芝野 弘三郎 
 

今日は大阪青山大学での移動例会です。このような遅い

時間帯に学生食堂を開けていただき、かつ、食事の提供ま

でしていただき、ありがとうございます。大阪青山大学およ

び株式会社フェイテ様には深く感謝申し上げます。この後、

眞下利晴理事長はじめ、学長、学青会の皆様には卓話をお

願いし、快く受けていただき、重ねて感謝申し上げます。 

また池田 RCの林原みどり様、池田 RACの中野春樹様

にもご出席いただき、ありがとうございます。 

 今月はロータリー財団月間ですが、11 月のガバナー月信

に様々な記事が掲載されておりますので、是非ご覧くださ

い。宮里ガバナーのメッセージでは、財団の父といわれるア

ーチ・クランフ氏について次のように述べられています。「彼

は若干 44 歳で 1916－17 年度の国際ロータリーの会長

に指名されていますが、決して裕福な家庭の出身者という

わけではなく、家計を助けるために 12 歳で退学、その後努

力と類まれな率先性と組織力を発揮し、まさに立身出世を

絵に描いたような人だったそうです。米国クリーブランド

RC の 創立会員となってから 82 歳で亡くなるまで、「寝て

も覚めてもロータリー」と自称しています。 彼の最も大きな

功績はロータリー財団の設立ですが、そのほかにもクラブ

標準定款の起草や地区というコンセプト、地区ガバナーの 

役職や地区大会も立案したそうです。 ロータリーの歴史に

なくてはならなかった人でした。」 

 この度の大阪青山大学・学生食堂支援事業はまさにこの

ロータリー財団の基金と箕面 RC の寄付金により行えたも

のであり、アーチ・クランフが存在しなければ実現しなかっ

たと言っても過言ではないと思います。特に、2022－23

年度の重点目標である「経済的に恵まれない子供達や生

活困窮学生達への支援」人道的社会奉仕事業にも合致す

る事業であったと考えます。このロータリー第 6代会長アー

チ・クランフにちなんで名づけられた「アーチ・クランフ・ソサ

エティ」は、ロータリー財団で最高に栄誉ある認証です。累

積で 25 万ドル以上（$1=\140 として 3,500 万円）を寄

付した方をメンバーとして迎えられ、シカゴ本部にはその顔

写真が飾られています。ロータリアンの方は是非メンバーを

目指してください。但し円高時に。  

さて、今週は日曜日からロータリーの行事が多く、６日に

は市民展の表彰式、8 日は 1 組会長・幹事会、昨日は箕面

市民ゴルフ大会の表彰式、本日は府立箕面高校創立６0周

年記念式典に出席し、先程まで豊中市民文化芸術センター

におりました。箕面高校 24 期生、弁護士の山岸久朗氏の

記念講演はとても面白く生徒たちの心

に突き刺さったのではないでしょうか。

その他、生徒たちが趣向を凝らして楽し

い余興を披露してくれました。あっとい

う間の 3時間でした。ご報告を兼ねてご

挨拶とさせていただきます。 
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❖幹事報告❖             木村 知也 

  【11 月の例会】 

   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 

・あかつき福祉会より「あかつきまつり」お祝い金の御礼 

・箕面千里中央 RC より講演会開催のご案内について 

 

❖ＳＡＡ報告❖        ＳＡＡ 山本 貴雄     

 
ニコニコ 

前田建司会員：本日はお世話になります。ありがとうございま 

す  

水島教絵会員：本日はよろしくお願いいたします 

芝野弘三郎会員：11/7 で満 70 歳になりました。大阪青山大学

の方々、本日はお世話になります  

高橋太朗会員：大阪青山大学の皆様、どうもありがとうござい

ます  

浦  収会員：大阪青山大学の皆様、本日は有難うございます 

林原みどり様（池田 RC）：本日参加させて頂きありがとうござ

います。楽しませて頂きます  

林たかみ会員、河野優作会員、木村貞樹会員、森田雅之会員、 

西脇悟会員、山本貴雄会員、山下正和会員 

米山奨学会 

道林侑輝会員、河野優作会員、木村知也会員、前田建司会員、

西脇悟会員、高橋太朗会員、浦 収会員、山下正和会員 

ロータリー財団 

片山秀樹会員：大阪青山大学の皆様、本日はよろしくお願いい 

たします。 

道林侑輝会員、河野優作会員、木村知也会員、前田建司会員、

西脇悟会員、高橋太朗会員、浦 収会員 

ポリオ 

高橋太朗会員 

恒久基金 

前田建司会員、西脇悟会員、高橋太朗会員 

 

 

❖委員会報告❖  親睦活動副委員長   高橋 太朗 

  

クリスマス例会を下記の通り開催いたします。詳しくは

お配りしておりますご案内をご覧ください。 

 

12 月 8 日（木） 18 時 30分より 

宝塚ホテル 2 階琥珀（Ⅱ）にて 

 

またご出欠（同伴ご家族含む）を 11/25 までに事務局ま

でお願いいたします。 

 

❖お誕生日お祝❖ 

 

 11 月 7 日 芝野弘三郎会員 

   10 日 佐藤 修会員（欠席） 

   21 日 浜地 誠会員（欠席） 

   27 日 西脇  悟会員 

 

 

❖米山奨学金授与❖ 

 

 米山奨学生 張 路明 様 

 

 

 

 

 

❖池田 RAC 中野春樹様❖ 

  

 池田 RAC より中野春樹様がお越し下さ

いました。 

  

 

 

 

❖大阪青山大学 学生食堂にて❖         

 

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』の締めくくりとして、大阪青山大学学生食堂に

て例会を開催させて頂きました。眞下理事長、篠原学長   

宇野副学長、笹部学生支援センター長、そして学青会の

会長・副会長もご出席くださいました。例会のお食事は

実際に学生の皆さんが食べているメニューをご用意いた

だきました。 
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      眞下理事長より感謝状の授与 

 

 

☆大阪青山大学 学青会会長 松島千恵様より学生食堂支

援事業に対する御礼の言葉をいただきました☆ 

 

箕面ロータリークラブ 様 

 

この度は、大阪青山大学の学生食堂支援に多大なるご

支援を頂き、誠にありがとうございました。箕面ロータ

リークラブ様より頂きましたご支援は、学生数 819 名の

ランチ支援チケットに活用させて頂きました。おかげさ

まで、お弁当作りの時間を学業にまわせたという意見

や、親の家事負担が減らせたといった意見を頂きまし

た。また、原材料価格の高騰が続くなか、学生の経済的

負担にも大いに役立てることが出来ました。 

2020 年初頭に流行した新型コロナウイルスの感染拡大

により、こちらの食堂では、テーブルや座席の間引き、

使わない椅子の固定、黙食を徹底するために職員が巡回

したこともあり、学業と学業のあいだのお昼休みも息が

つまる状況が続いていました。 

大学側と学生側の双方で感染拡大防止対策を続け、手

指消毒、換気の徹底がされるようになり、またテーブル

席を仕切るアクリル板が設置されたことから、食堂でお

昼休みを過ごす環境は整ってきました。今夏ご支援を頂

きましたことで、コロナ禍で失われたお昼休みの賑わい

を取り戻す一助となりました。 

箕面市内に数ある教育機関の中で、本学にご支援を頂

きましたこと、私たちに直接支援の手をつなげて頂けた

ことに学生の代表として厚く御礼申し上げます。これか

らも、私たち大阪青山大学の学生へのご指導を賜ります

よう、よろしくお願い申し上げます。 

令和 4 年 11 月 10 日 

 

 

 

 

 

 

 

    笹部学生支援センター長と学青会の皆様 

       大変お世話になりました！ 

 

❖令和 4 年度 シンボルロード アドプト事業❖         

  

2022 年 11 月 11 日（金） 

  10：00～11：30 

  主催：箕面シンボルロードまちづくり協議会 

     箕面ロータリークラブ 

 

 秋晴れのもと、箕面小学校 5 年生の児童と一緒に箕面

公園通りの清掃活動を行いました。大きなごみは少なか

ったものの、道の端には紙屑やたばこの吸い殻、空き

缶、ペットボトル等が捨てられていました。そして沢山

の落ち葉。児童の皆さんは「あそこにもごみがある！」

「こんなところにペットボトルが捨ててある！」と、一

生懸命ごみを拾っていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※今週のワールドクイズはお休みさせていただきます。 


