
 

 

２０２２年 １２月 １５日発行 会報第１１２７号  

号 
今週のプログラム 

（2022年 12月 15日 第１１２７回例会） 

 

   卓話：コロナのよもやま話 

 

担当：黒川 彰夫 会員 

 

次週のプログラム 

（2022年 12月 22日 第１１２８回例会） 

 

      クリスマス例会 

 

担当：藤田親睦委員長 

 

第１１２６回例会  （２０２２年 １２月８日）の記録 

「会長の時間」            山田 克子会長 

先程皆さんにもご紹介がありました本日のお客様、茨木東ロータリークラブの平松 克一様 

ようこそお越しくださいました。後程 IM ロータリーデーの PR をよろしくお願い致します。 

今年度のロータリーのテーマは Imagine Rotary ですが、PETS の会場でもかかっていたジョン

レノンさんの曲 Imagine。本日はそのジョンレノンさんの命日でもあります。 

今夜は満月です。ネイティブアメリカン達が名付けた今夜の月の名前は「コールドムーン」です。

世界的にも彼らが名付けた満月の名前がスビリチュアルに浸透しています。満月には様々な名前が

つけられていますし意味も違います。 

出張でネイティブアメリカンの友人の家に満月の日に滞在していたときが何度かありました。 

ブラックフット族と言う部族の居留地では満月の日に 500 人くらいの人々が大きな焚き火を囲み

月夜の下で日が昇るまでバッファローダンスを踊ります。部族によっては満月の日の過ごし方が 

違います。しかし一般的には収穫を願い、また感謝し、願いを伝える儀式のひとつでもあるのは 

おなじようです。満月の日に主に儀式やダンスをするのは狩猟部族と呼ばれる人達に多いです。 

収穫の祈りと、生かされる感謝を地球上の動植物に捧げるのです。満月の日は夜行性の動物達にと

っては明るさが苛立つこととなり、攻撃的になるので猟を控えます。またそんな危険な中で優秀な

猟をするインディアン達だけが猟に出て争い、お祭り事のように満月の夜を過ごす部族もいます。 

昔泊めていただいていた今は亡きスー族のラコタ部族の長老が私にこう教えてくれました。 

「12 月の満月は恐れる月ではない。厳しい冬に向かい動物達にとっては危機感があり、人間にと

っては満月の下で心の曇りを見つめなおし、そして願いを月に届ける日でもある優しい月だ。 

願い事があるならそっと伝えてごらん。ただし欲張ってはいけないよ」と笑って話してくれたこと

がありました。 

皆さんにとっても、今夜の満月は願い事を叶えてくれるかもしれません。無礼かもしれませんが 

本日お越しいただいた平松さまにも、もしも願い事がございましたら叶いますよう願っています。 

 

 



  
＜お客様＞ IM 第 2 組ロータリーデー実行委員長 平松 克一様（茨木東 RC） 

＜出席報告＞      黒川 彰夫 SAA 

会員数（内免除会員 1名）     19名 

本日の会員数           ８名 

（内出席免除会員０名）（内名誉会員 ０名） 

本日の出席率          44.44％ 

 

＜ロータリーソング＞      全会員 

♪冬 景 色♪ 

＜本日の演奏曲目＞   近藤 美里さん 

1. ひいらぎかざろう 

2. ジングルベル 

3. 神の御子は 

4. サンタが町にやってくる 

5. STARS 

 

＜幹事報告＞                            山本 友亮 幹事 

1． 先週に引き続き IM ロータリーデー及びクリスマス例会出欠表へのご記入を 

よろしくお願い致します。 

2.  RI 日本事務局より 12 月のロータリーレートは＄=¥138 と連絡がありました。 

3. 本日例会終了後、理事会を開催致しますので、理事・役員の皆様はご出席下さい。 

＜理事会議事録＞                          山本 友亮 幹事 

① X’mas 例会について 

会員・ゲストともに参加費は 1 万円とする  関西大学留学生は山本教授と相談の上決定 

山本加奈子教授・米山奨学生エリカさん・アクサさん・グエンさんには招待状を送付 

創立 25 周年例会について 

2023 年 6 月 8 日（木）に決定   記念講演者はクレラさんに決定 

② 今後の催事について   討議できず 

③ 事務局員の賞与について 通年通りの金額にて支給 

④ 今後のクラブ運営についての協議 

会長の負担を減らしていくやり方を検討の上、次年度より実施する議論を深めて行く 

こととする  会長ノミニー選出には至らず 

 

 

 

 

 

 

《IM ロータリーデーのご案内》       IM ロータリーデー実行委員長 平松 克一様 

今年度 IM 第 2 組のロータリーデー実行委員長を仰せつかりました茨木東 RC の平松です。 

16 年前に大学で平和フェローを目指していた女子学生を応援し、国際平和フェローとして輩出

しまして、ネパールやケニアで勤務後、現在はたまたま国連のウクライナ事務所に勤務してお

ります。先日、ウクライナの空港が爆撃され飛行機が飛べないと連絡がありましたが陸路でポ

ーランドに渡り、そこから飛行機で帰国すると申しておりましたので、講演では皆様に現地の 

状況を伝えてくれることと思います。来年 2 月 4 日には千里阪急ホテルにて貴クラブからの 

多くの会員様のご参加をお待ち申し上げております。 

 



 

＜SAA 報告＞                           水本 徹 SAA 補助 

＊スマイルボックス 

平松 克一様(茨木東 RC) 2 月 4 日の IM ロータリーデーには 

          貴クラブ会員の皆様の参加をお待ち申し上げております。 

相原会員      ノーコメント 

 

＊ロータリー財団 

水本会員      今年もあと 3 回です！ 

高尾会員      寒くなりましたね。 

黒川会員      来週の卓話よろしく！！ 

山田会員      平松 克一様 ようこそお越し頂き、ありがとうございます。 

 

＊米山記念奨学会 

藤田会員      茨木東 RC 平松様ようこそ！！ 

高尾会員      先週、欠席のおわび 

黒川会員      コロナが増えています。 

山田会員      三分間卓話 よろしくお願い致します。 

 

＊メイプル基金 

藤田会員      今年もあと少しとなります。クリスマス例会 皆様宜しく願います。 

山本(友)会員     平松様 ようこそ。 

黒川会員      寒い日が続きます。 

高尾会員      コメントなし 

 

 

               《本日のお料理》              

           

 

1． 豆腐干のサラダ仕立て 2．鶏もも肉と舞茸のスープ 3．点心三種(海老団子、茸春巻き、焼売) 

４．茄子と豚肉の細切り炒め５．大根の肉味噌あんかけ６．白飯、ザーサイ 

７．ココナッツミルク 



 
《3分間卓話》       「こんな一年でした」 

 高尾会員 

２０２２年６月２３日に、４５年間務めていた会長職を退任しました。 

後任には、私の長男が４５才で社長に就任し、次男が４０才で専務に就任しました。 

引継ぎもスムーズに終わり、若い経営者達が新たな会社作りをしているのを楽しく 

見守っています。 

私が社長を退任しましたので、家内は雑談の時にさりげなく旅行の話を入れてきます。 

「豪華客船で世界一周なんて素敵、３ヶ月は長いかな」「寒くなったら温泉もいいわね」と 

何回も言われて、１泊２日の温泉旅行に行くことになりました。 

今、子供たちも独立して家を出ていき、夫婦二人だけの生活をしています。 

これからも仲良く、お互いの健康に注意しながら楽しい人生を送りたいと願っています。 

 山本 友亮会員 

今年を振り返ってみて、やはり一番は豊中市から吹田市に引っ越したことです。 

当初は阪急電車の駅が遠くて不便を感じておりましたが、近隣の状況を知るにつれて 

バス停留所が徒歩 3 分くらいの所にあって、JR 吹田駅・阪急南千里駅・北大阪急行の桃山台駅

に直通で行けることが分かり比較的便利な所だなとよろこんでおります。 

次に 7 月 2 日に六甲カントリーにて生涯初のホールインワンを達成してしまったことです。 

１６０ヤードやや向かい風を 6 番アイアンにて会心の当たり、少しドローがかかり最後は 

転がってホールイン。（ほとんど自画自賛ですが・・・。） 

「やったあ！」というよりも、コンペだったので「あとのことでいくらかかるだろう？」が、 

早々によぎってまいりました。しかしながら、土曜日にホールインワンを達成したのも束の間、

翌週火曜日には鼻の奥がヒリヒリし始め、金曜日に見事コロナ陽性となりました。 

『好事 魔多し』を体感した本年でありました。 

 黒川会員 

山本会員がホールインワンを達成された 7月２日に私は喜寿を迎えました。 

振り返りますと、務めていた大学を辞めて開業をしてから４０年になります。 

喜寿を迎えたのを機に来年の 4月で学会での役職をすべて降りることにしました。 

家庭では妻と仲良く過ごしておりますが、妻は朝型で私は夜型の生活です。妻には「おふろは

私が起きている時間に入って下さいね」とよく言われます。次兄の奥さんが入浴中に他界しまし

たので、おふろで寝てしまう人は気を付けて下さい。 

去年の 3月に帯状疱疹を患いましたが、治ったと思っても後々の神経痛が辛いです。 

私には高尾さんや相原先生のように継承者がおりませんので、いつ梅田の診療所を閉めるか 

日々考えている今日この頃です。 



 

 

 山田会員 

 「こんな 1 年でした」と振り返るにはまだめまぐるしく、難しいですが、今年度私は会長をさ

せていただき、まだ途中ではありますが、振り返れば、なんと言いましても一番の難関と言いま

すか、緊張したのがガバナー公式訪問でした。 

以前も皆様に申し上げましたが地区補助金申請時の様々なクラブの葛藤を私自身がその活動に

参加できていなかった為に同じ憤りを共有できなかったので、対話の中でその話になったときの

ことを思いますと、先輩ロータリアンの女性ガバナーに萎縮してしまう自分がいまして、 

日程を見ては胃が痛くなる思いでした。 

しかし、女性と言うのは開き直ると度胸が出ると言いますか、「私らしく行くしかない！」と 

当日を迎えました。ガバナーとの懇談会で私からの直球で投げさせていただいた質疑応答に、 

山本幹事の驚いた顔が忘れられません。 

また会長挨拶では毎回緊張して挑んできました。コロナがあったり、お仕事があったりで 

出席者が少なく、会員の皆さんに会えずに淋しく、段々自分の士気も下がってしまうこともあり

ました。皆さん、お仕事を一生懸命されている中でのご欠席ですし、職業奉仕を重んじるのも 

ロータリーです。前向きな気持ちを持つことを心がけて会長職に努めたいと思っています。 

 平松 克一様（茨木東 RC） 

私も、来年金婚式を迎えます。おかげさまで病気をすることなく元気に過ごして参りました。 

これからも明るく元気に生きようと思い、いつも川柳をポケットにしのばせておりますので、 

いくつかご紹介させて頂きます。 

 

◆家内には 逆らわずいつも笑顔で 従わず   ◆良い家内 10 年経てば おっかない 

 

◆「あーん」して 昔ラブラブ 今 介護     ◆「ただいま」は 犬に言うな 俺に言え 

 

◆「買っていい？」 聞いたその時 すでに買ってある 

 

◆プロポーズ あの日に戻って 返したい    ◆恋がたき 譲ればよかった 今の妻 

 

一つぐらい覚えておかれれば、何かのお役に立つのではないでしょうか… 

                                                           


