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Ⅲ．好意と友情を深めるか
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Ⅳ．みんなの為になるかどうか
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Ⅰ．真実かどうか
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小阪大輔 会報担当副委員長

No.1
第 3034 回 本日（7/6）の例会
（1/20）の例会
2016～2017 年度初回例会
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発行

記念月御祝

◎誕生記念

◎国歌・・・・君が代

67 才
56 才
54 才
53 才

入谷 治夫君
長山 正剛君
古川 大介君
上村富美男君

◎ソング・・・奉仕の理想
◎新旧会長、幹事バッジ交換
◎誕生、結婚、入会記念月御祝
◎創業記念月御祝

◎結婚記念

◎藤井会長、入谷幹事就任挨拶

稲富博文・美枝ご夫妻

◎例会後の行事

40 周年

◎入会記念

7 月度定例理事会

第 3035 回

2016 年 7 月 6 日

山室匡史

長山
内本
藤田
藤松
川脇
大木
稲富

次週（7/13）の例会

第 3014 回次週（1/27）の例会
ガバナー補佐訪問

◎ソング････四つのテスト

6 周年
4 周年
4 周年
2 周年
2 周年
1 周年
1 周年

正剛君
繁君
貴子君
功治君
健君
城司君
博文君

◎各委員会委員長抱負、活動計画発表

◎例会後の行事
決算理事会
7 月度
内本

◎出席報告
会員数

出席者数

50 名

38 名

出席率
84.44

％

前々回例会補正後出席率
97.87
％
但し、 Mup 4 名
欠席者 2 名
出席規定摘用免除有資格者
3
名

人類に奉仕するロータリー

創業記念月御祝

Ｓ22.7.25
高槻商工会議所
西本恵美子君 先週（1/13）の例会から
Ｓ23.7.1
学校法人西本学園
前内 宏文君
Ｓ28.7.22
協 和 ㈱
大木 城司君
Ｈ19.7.28
大木歯科医院

ROTARY

繁君

SERVING

ジョン・ジャーム RI 会長

HUMANITY

69 周年
68 周年
63 周年
9 周年

先週（6/22）の例会から
◎ビジター

計0

名

◎会長の時間
今年度最後の例会となり、今日が最後の会長の時間
です。幹事職に続いての会長年度でしたが、一年があ
っという間に終わったという感じがいたします。会員
の皆さんがロータリーを楽しんでおられるか、そのこ
とばかり気になりながら、ひな壇に座って見てきた 2
年間でしたが、特段の問題もなく一年を締めくくるこ
とができました。まったくもってうれしい限りです。
さて、最後の会長の時間もロータリーの話で締めく
くりたいと思います。先週の 17 日金曜日に地区主催
の「フレッシュロータリアンフォーラム」が開催され
ましたのでご報告いたします。これは入会歴の浅い会
員（2，3 年未満）で自主参加でしたが、内本会員、
深野会員、山室会員、松下会員と宮脇会員の代理で上
村さんの 5 名が参加されました。これに、先輩会員と
して会長、幹事、清水次年度研修リーダーの３名が参
加しました。これは地区において、新入会員研修を補
完、支援するもので、また他クラブの同世代の会員と
の連帯を深める目的のもとに、ロータリー精神の真
髄、ロータリーの基礎知識を学び、ロータリー活動の
すばらしさを知り、今後の活動に取り組む意欲を高め
ること、素晴らしい先輩、仲間と知り合い、ロータリ
アンとしての誇り、自信を共有するということを期待
されたものでした。
立野ガバナーの「ロータリーに生きる」と題する基
調講演では、大阪ロータリークラブに入会した当時
は、先輩会員に気後れしてなかなかなじめず、話がで
きなかったことや、幹事や会長になってからはいろい
ろ勉強したこと、及びガバナー研修では猛烈にロータ
リーを勉強したことなどロータリーのとの関わり合
いなど、いわゆるロータリーモーメントを話されまし
た
そして木越地区研修委員の「ロータリーを知ろう」
の講演ではロータリーの目的や基礎知識、活動内容、
効用等のほか、ロータリーは人づくりであるという話
を分かりやすく話されました。また地区のクラブから
3 人の先輩ロータリアンによる「私とロータリー」に
ついてのパネルディスカッションがありました。2 部
の懇親会では丸テーブル 12，3 人の新入会員と先輩会
員が語り合うといった形式で行われました。大変有意
義でした。次年度もまた開催されると思いますが、そ
の時もできるだけ多くの方に参加していただきたい
と思います
例会の後、今夜は、次年度への引き継ぎのクラブアッ
センブリーを残すだけになりました。アッセンブリー
に参加されない方は本例会をもって最後となります
が、この 1 年ありがとうございました。とはいえひな
壇が最後であり、次の例会からは、ひな壇を降りてそ
ちらの席で一緒に例会を楽しみたいと思いますので、
よろしくお願いします。最後にふつつかな会長を支え
てくださった羽根田幹事、浜田副会長初め役員・理事
の皆さん会員の皆さん、そして事務局の濱田さんに感
謝申し上げて最後の会長の時間といたします。ありが
とうございました。

◎幹事報告
・高槻西 RC、守口イブニング RC より例会変更の案内
が届いております。
・高槻まつり協賛の依頼が届いております。回覧いたし
ますので、寄付のご協力をお願いいたします。
・三大学医工薬連環科学教育研究機構よりチラシとパン
フレットが届いておりますので、皆様のお席に配布し
ております。ご覧ください。
◎委員会報告
〇次年度 クラブ運営委員会
清水 利男
第１回情報集会兼新入会員歓迎会を開催しますので、
ご参加くださいますようお願いいたします。
日 時：2016 年７月 27 日（水）
18：00～18：30 第１回情報集会
18：40～20：40 新入会員歓迎会
場 所：錦松鶴 レストランホール
会 費：￥6,000〇ゴルフ同好会
佐々木 隆幸
高槻 RC ゴルフコンペを開催いたします。ご参加のほ
ど、よろしくお願いいたします。
日 時：2016 年 8 月 21 日（日）
場 所：ベニーカントリー倶楽部
会 費：￥ 5,000〇宮脇

匠会員より退会の挨拶

〇各委員会委員長より挨拶
◎会長退任挨拶

朝倉

通憲

幹事職に続いての会長年度でしたが、一年があっとい
う間に終わったという感じがいたします。会員の皆様に
はこの１年間本当にお世話になりました。
今感じるのは、歴代の会長さんの言われる「任を済ま
せてほっとしている」という感じではなく、会長として
皆様に本当に迷惑をかけなかったかなという思いを持
っております。私は会長として会員の皆様がロータリー
を楽しんでいただけるよう、親睦及び奉仕がみんなに公
平に共有できるよう、その思いで誠心誠意尽くしてきた
つもりです。至らぬ点は多々あったと思いますが、その
都度羽根田幹事や浜田副会長はじめ役員理事の皆さん
に助けていただき、そして会員の皆様に支えられて何と
か任期を全うすることができました。心より感謝申し上
げます。ありがとうございました。
今年度は越野さんが体調不良などで退会されたほか
は、会社企業の人事異動の事情などで退会された方を除
いて、退会者がなかったのも大変うれしく思っています
私はクラブのみんながロータリーを楽しんでいるか、
親睦の名のもとに公平な情報を共有しているかなど、気
になりながらこのひな壇で見てきました。お顔を拝見す
ることができなかったときは、本業が忙しくて大変だな
と同情いたしましたが、元気なお顔を拝見しては安堵し
たものでした。
今年度立野ガバナーのテーマ「変革を！ロータリーを
通じて奉仕を」を上げられ、私も年度初めに会長就任時

の方針としまして「ロータリーを学び、変わろう。ロ
ータリーの輝く未来のために」をテーマにあげ、ロー
タリーの中核的価値観（親睦、倫理と高潔性、多様性、
奉仕、リーダーシップ）を指針として、元気かつ効果
的なクラブづくり目指しました。つまりクラブ組織の
強化を最重点とし、地域に根ざした奉仕の理念を奨励
し実践すること及び公共イメージと認知度の向上を目
指しました。発展途上であり引き続き努力してまいり
たいと思います。
そして地区行事にも必ず参加しましたし、地区内の
他クラブにも訪問するなど高槻ロータリーの名に恥じ
ぬよう他クラブとの交流に努めました。
具体的活動についても、それぞれの担当委員会が、
積極的に取り組んでいただいたおかげでやり遂げられ
ました。クラブ運営委員会などのクラブ奉仕に目を向
けますと、クラブ強化策として会員増強はならず最終
的には 49 名と横ばいですが、例会の工夫もあってか
出席率は約９４，９２％とかなり増えています。研修
委員会のご努力でロータリーの理解を深めるべく情報
集会等研修活動も頻繁に行われて、全体を通じてロー
タリーへの理解も深まったものと確信しております。
地域に根ざした奉仕活動では、いのちキラキラ食栽
活動も積極的でした。そして三大学医工薬連環科学機
構の自由研究コンテストの協賛事業では高槻ロータリ
ークラブ賞を設けていますが、これが初等中等教育へ
の体感型理科教育の普及啓発に関する業績が評価され
て文部科学大臣から科学技術賞の表彰を受け、関西大
学等の担当教授らが受賞されるという栄誉に浴し、高
槻ロータリークラブとしても、その恩恵に浴しました。
そのほか６０周年記念継続事業の高槻ロータリー未来
塾においては高校野球支援事業において、ロータリー
の知名度アップとともに地域に根ざした新世代育成事
業ができました。その上なによりも高槻中学・高等学
校インターアクトクラブのスポンサークラブとなれた
ことは、この上もない喜びでした。ロータリアン自身
をも活気づけるものでお互い奉仕のパートナーとして
協力してやっていけることを確信しました。
更に国際奉仕活動も活発にできました。外国嫌いの
私がオーストラリアのシドニー国際大会をはじめ、ブ
キビンタンロータリークラブへ 2 回も訪問し、先の韓
国ソウル国際大会にも参加しました。そしてまたこの
８月にインターアクトの海外研修でフィリピンのセブ
島に引率同行することになり、すっかり外国漬けの状
態です。しかし外国に出て、ロータリーを見るのも大
変勉強になり、ロータリーの視野が広がり大変有意義
な経験をさせてもらいました。ブキビンタンロータリ
ークラブとの友好関係も発展して同クラブとの共同事
業もできることになりました。
年度当初の活動計画がそれぞれ処理されていきまし
たが、各委員会の皆さんがその自覚の上に立って取り
組んでいただいたからにほかなりません。今こうして
検証してみるといろんな問題を抱えながらも一致協力
して前進できることを改めて実感いたしました。もう
一度言いますが、幹事、副会長初め役員理事の皆さん、
そして会員の皆様支えていただきできたことで心より
感謝申し上げます。これを次年度会長のもとでさらに
発展充実する高槻ロータリークラブであることを願い
ながら退任の挨拶といたします。

◎幹事退任挨拶
羽根田 茂子
一年間幹事の役を無事終えることが出来ましたのも皆
様のご協力のたまものと感謝いたしております。
又、ロータリーを学ぶよい機会を与えていただきました。
ロータリーで学びました多くのことをこれからの私の
職業にも生かしていきたいと思っております。
会員の皆様どなたも各企業のトップの経験豊かな方、
私にとりまして大いに学ぶところがありました。
よい経験をさせていただいたことを感謝いたしておりま
す。これからも高槻ロータリークラブのお役に立ちます
ように心がけてまいります。
◎ニコニコ箱報告
・皆出席内祝

石田君、藤井君（年間出席優秀賞をいただき
ありがとうございます）

伊藤君（朝倉会長、羽根田幹事、小阪 SAA 皆様
１年間お疲れ様でした。ありがとうござ
いました。）
西本君（年間出席優秀者表彰、ありがとうござ
います。
）

・１年間大変お世話になりました。
朝倉君
・朝倉会長、羽根田幹事さん、小阪 SAA さん、１年間ご
苦労さんでした。
藤井君
・朝倉会長、羽根田幹事、１年間ご苦労様でした。最終
例会、欠席ですみません。
浜田君
・４人目の孫が生まれました。
入谷君
・会長、幹事はじめ役員の皆様１年間ありがとうござい
ました。
片山君
・朝倉会長はじめ理事・役員の皆さん、１年間本当にあ
りがとうございました。
宮脇さんの今後のますますの躍進を心より祈念申し上げ
ます。
河合君
・１年間お世話になりました。
小阪君
・皆様、短い期間でありましたが、大変お世話になりま
した。ここで学んだ奉仕の心を常に持ち、これからも
頑張っていきたいと思います。
宮脇君
・１年間お疲れ様でした。
長山君
・朝倉会長、羽根田幹事ならびに役員の皆様ご苦労様で
した。
清水君
・年間出席表彰をいただいて。朝倉会長はじめ役員の皆
様方、１年間お疲れ様でした。
内本君
本日の合計
7/1 よりの累計

￥
￥

80,0002,230,360-

◎R 財団への寄付
朝倉 通憲君 ￥5,000- 浜田 厚男君 ￥5,000羽根田茂子君 ￥5,000-（１年間ご協力ありがとうございま
した）

片山美智子君
宮脇
匠君

\5,000￥5,000-

河合 一人君
西本恵美子君

￥5,000￥5,000-

本日の合計
￥
35,0007/1 よりの累計
￥1,035,000一人当たり平均 ＄192.02

◎米山奨学会への寄付
羽根田茂子君 ￥5,000石田 佳弘君 ￥5,000-

◎会員の動き
入谷
内本

治夫君
繁君

￥5,000￥5,000-

宮脇

匠様

2014 年 3 月～2 年 3 ヶ月のご在籍でしたが、ご都合
により 6 月末をもって退会となりました。今後のご

本日の合計
7/1 よりの累計

￥ 20,000￥582,500会員より ￥335,000ｸﾗﾌﾞより ￥247,500一人当たり平均 ￥11,888-

活躍を祈念申し上げます。

2016～2017 年度例会プログラム
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6

会長・幹事新任挨拶

定例理事会

13

委員長活動計画発表 ガバナー補佐訪問

決算理事会

20

卓話（長井）

27

卓話（清水）

3

委員会例会

10

卓話（松尾）

会員増強・新ｸﾗﾌﾞ結成推進月間

17

お盆休会

クラブ組織委員会担当月間

24

インターアクト海外研修報告会（内本）

31

私の履歴書 （深野）
（上村）

7

委員長会議報告

14

卓話（田渕） ガバナー補佐訪問

21

定款による休会

28

ブキビンタン訪問報告（浜田）

クラブ研修委員会担当月間

第１回情報集会兼
新入会員歓迎会
定例理事会

8/27 夏の
家族親睦会
定例理事会

基本的教育と識字率向上月間
/ロータリーの友月間
社会奉仕委員会担当月間

