
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THE ROTARY CLUB OF TAKATSUKI  国際ロータリー 第２６６０地区 

  

  

高槻ロータリークラブ 
２０１６～２０１７ 

WEEKLY BULLETIN 

四つのテスト 

Ⅰ．真実かどうか 

Ⅱ．みんなに公平か 

Ⅲ．好意と友情を深めるか 

Ⅳ．みんなの為になるかどうか 

事務所 オーロラモール高槻西武６階 〒569-1116 高槻市白梅町 4-1 

    TEL 072-683-1158 FAX 072-683-1174 

    E-mail takatsuki.rc@bird.oce.ne.jp 

例会日 毎週水曜日 12:30～13:30 

例会場 オーロラモール高槻西武６階 多目的ホール TEL 072-684-5379 

創 立 1954 年 6 月 15 日 

会長 藤井敏雄 幹事 入谷治夫 クラブ運営委員長 小阪大輔 会報担当副委員長 山室匡史 

 

◎国 歌･･･君が代 

◎ソング･･･奉仕の理想 

◎誕生、結婚、入会記念御祝 

◎創業記念御祝 

◎委員長会議報告 国際奉仕･･･・浜田厚男君 

社会奉仕･･･・石田佳弘君 

職業奉仕･･･・小山彰夫君 

青少年奉仕･･･内本 繁君 

◎例会後の行事  9 月度定例理事会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3042 回 本日（9/7）の例会 

（  ）の例会 

 

第 2 回 ガバナー補佐訪問 

 

◎ソング･･･四つのテスト 

◎卓 話･･･田渕 謙二君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3043 回 次週（9/14）の例会 

No. 9 2016 年 9 月 7 日 発行 

ジョン・Ｆ・ジャーム RI 会長 

 

 

人類に奉仕するロータリー  ROTARY SERVING HUMANITY 

会員数 出席者数 出席率 

51 名 40 名 89.96％ 

前々回例会補正後出席率   95.74  ％ 

但し、 Mup 9 名   欠席者  2 名 

出席規定摘用免除有資格者   4  名 

 

 

 

 

 

 

◎出席報告 

◎ゲスト・ビジター          計 0 名 

  

 

先週（8/31）の例会から 

９月は基本的教育と識字率向上月間／ロータリーの友月間 

９月度 記念月御祝 

◎誕生記念 

   藤井 敏雄君   西田 直弘君 

   

◎結婚記念 

   藤田 芳一・弘子ご夫妻    39 周年 

   長井 正樹・慶子ご夫妻    17 周年 

 

◎入会記念 

   朝倉 通憲君          5 周年 

   馬渕 晴彦君          2 周年 

   

９月度 創業記念月御祝 

  

 藤井 敏雄君 

  サンスター㈱   Ｓ.16.9.3   75 周年 

 古川 大介君  

  ㈱ダイキョウ   Ｓ.43.9     48 周年 

 長山 正剛君 

  摂津観光      Ｓ.47.9.4   44 周年 

 仲田 裕行君 

  社会医療法人 愛仁会 

  介護老人保健施設ケーアイ 

           Ｈ. 9.9.1    19 周年 

※次々週 9/21（水）は定款による休会 

 

mailto:takatsuki.rc@bird.oce.ne.jp


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・学校法人関西大学より三大学医工薬連環機構主催 

自由研究コンテストへの寄付金のお礼状が届いてお

ります。 

・2016-2017年度 クラブ概況報告書が出来上がりまし

たので、皆様のお席に配布しています。9月 14日（水）

ガバナー補佐訪問のあとアッセンブリーが開催され

ますが、都合により会場が「桃谷樓」に変更になっ

ておりますので、ご留意ください。 

 ◎委員会報告 

○クラブ運営委員会         小阪 大輔 

8/27（土）のＢＢＱでは、19 家族 41名のご参加

をいただき親睦を深めることができました。あり

がとうございました。ホームページにも当日の様

子が掲載される予定ですので、ご覧ください。 

○池内隆博会員より退会のご挨拶がありました 

◎ニコニコ箱報告 

・皆出席内祝  入谷君 

・創業記念内祝 生駒君 

・バーベキュー大会楽しかったです。お世話いただい 

た方々ありがとうございました。     藤井君 

・卓話のお礼  つたない話で申し訳ありませんでし 

た。少しでも私の人となりをご理解いただければ幸

いです。                深野君 

・約４年間、皆様には大変お世話になりました。感謝

に代えまして。             池内君 

・先週の BBQ ではクラブ運営の小阪委員長はじめ委員

の方、御苦労様でした。         入谷君 

・先日のバーベキュー多数参加頂きありがとうござい

ました。                 

 ゴルフコンペ優勝しましたので。     小阪君 

・本日の卓話ありがとうございました。今後ともよろ

しくお願いいたします。         上村君 

・ 

 

        本日の合計  ￥ 45,000- 

      7/1よりの累計  ￥ 466,000-– 

 

 

◎会長の時間 

「家族について」 

 先日の家族参加のバーべキューの夕べは、大変に

楽しい集まりでした。つくづく家族の大切さを感じ

ました。それにひきかえ、昨今の世相を見ています

と、幼児虐待など眉をひそめる事件が後を絶ちませ

ん。私の家族の場合も、父親が亡くなってから、す

っかり兄弟姉妹が顔を合わせる機会が少なくなりま

した。父親の時代はもっと頻繁に会っていたように

思います。今でも叔父や叔母の結束は強く、時にう

るさく思う時があるくらいです。やはり今の時代、

日本人は、もっと家族の大切さを知るべきだと思い

ます。 

 私の知る限り、アメリカ人はもっと家族同士の交

流が多かったように思います。一方で、離婚の多い

国ですから複雑な関係の家族が多いのも事実です。 

アメリカ人の部下に誘われて、その家のパーティに

行った時の事です。綺麗な女性が、人気を独り占め

にしていました。部下のアメリカ人に聞いたところ、 

「私も初めて会ったのですが、私の姉のようです。」

とのことです。つまり、自分が生まれる前に父親が

離婚した相手の連れ子という事でした。血の繋がり

はないので今まで知らなかったそうですが、これか

らも何度かこんな事があるだろうと肩をすぼめてい

ました。でも彼らは、あっけらかんとして、年上の

人は若い人を説教し、若い人は年長者を敬い、頼っ

ているようでした。時には、若い人が年長者に議論

を吹っかけていましたが、誰かがその場を収めてい

たのを懐かしく思い出します。 

 ロータリーにとって家族はどんな位置づけでしょ

うか。ついこの間まで家族月間というのがあったの

ですが、今は無くなっていて残念です。もっと大き

く位置づけるべきだと思います。ロータリーにとっ

て家族とは３つの意味があると思います。勿論、最

初は親睦です。私の家内はロータリーの家族の皆さ

んと知り合いになれたことを大変に喜んでいます。 

今までは、自分の友達か会社関係という狭い範囲で

したが、幅広い世界の方とお話しさせてもらって楽

しいと言っております。２番目は家族を通してのロ

ータリー活動の広がりです。ロータリーの世間への

認知を広げることができますし、もっと理解と協力 

を得ることができると思います。これをあまり利用

できていないと思います。最後に、将来のロータリ

アンを育てることです。ロータリーの行事に参加し

てくれた子供さんたちが、立派なロータリアンにな

ってくれることを願いましょう。 

 次の家族参加イベントはクリスマス会です。こぞ

って参加いただきますよう、いまからお願いいたし

ます。 

 

 

◎卓話 

 私の履歴書   深野 裕一君 

         上村富美男君 

※  原稿は別添参照 

 

◎会員の動き 

 池内 隆博様 

2012 年 10 月より 3 年 10 か月のご在籍でしたが、ご

都合により 8 月末をもって退会となりました。池内様

の今後のご活躍を祈念申し上げます。 

    

 

◎幹事報告 

・ 9 月のロータリーレートは、1＄＝102円です。 

・ 高槻まつり振興会より、「第 47 回市民フェスタ高

槻まつり」への協賛のお礼状が届いております。 

・ 大阪中之島 RCより例会変更のお知らせが届いて

おりますので、メーキャップの折には事務局にご

確認ください。 

・ 地区より秋の全国交通安全運動ポスターが届い

ておりますので後方テーブルに置いております。 

 

   


