
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

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 

 

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 

     テーマ･･･「東アジアの憂鬱」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3043 回 本日（9/14）の例会 

（  ）の例会 

 

 

◎ソング･･･我等の生業 

◎8 月度皆出席表彰 

◎ブキビンタンＲＣ訪問報告  

 浜田 厚男君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3044 回 次々週（9/28）の例会 

No.10 2016 年 9 月 14 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 43 名 91.49％ 

前々回例会補正後出席率   93.48 ％ 

但し、 Mup 3 名   欠席者 3 名 

出席規定摘用免除有資格者   5  名 

 

 

 

 

 

 

 

◎出席報告 

◎ゲスト・ビジター          計 0 名 

  

 

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 

◎会長の時間 

      「識字率の向上」 

今月は、基本的教育と識字率の向上月間です。識字

率は教育水準の代表的な指標で経済発展、豊かな生活

度を見るうえで重要です。国連も、先進国か途上国か

の判断材料に使っています。これに合わせて、平均寿

命の指標があります。教育レベルが低いと平均寿命も

低くなるといわれています。特に女性の教育レベルが

低いと幼児の死亡率が高くなるからだそうです。 

 教育、特に女性の教育向上については、2014年のノ

ーベル平和賞を 17 歳の若さで受けられたマララ・ユス

フザイさんが有名です。彼女の母国パキスタンは識字

率が低く 58％、183か国中 161位で平均寿命も 66 歳で

130位です。前回のＩＭで、ラオスでのボランティア活

動が紹介されましたが、この国の識字率は 69％、平均

寿命は 66歳です。ところが、さらに調べてみますと大

きな疑問にぶつかりました。例えば、ロシアや旧ソビ

エト連邦国、北朝鮮などの識字率は 100％なのに、平均

寿命は 70歳前後で 110位前後です。どうも識字率は紛

争地域や、中東地区では宗教上の理由で低いようです。

特異な例としてインドがあります。ここは州レベルで

20 以上の公用語が使われていて、 ルピー紙幣には 15

の言語で数字が書かれています。識字率 75％と世界の

平均ですが、正しく把握されているか疑問です。ただ、

平均寿命は 68歳と低いのも事実です。 

 それでは、本テーマをロータリーでどのように取り

組めばよいのでしょうか。宗教や政治の絡むテーマで

あり、ロータリー活動の中で、特に各クラブレベルで 

取り組むには限界があります。今月の松本進也ガバナ

ーの月信では、2008～2009年に李東建ＲＩ会長が幼児

死亡率の低下をテーマに識字率向上に加え、水、衛生

改善など複合的テーマで運動を展開された事が紹介さ

れています。 

※次週 9/21（水）は定款による休会 

 

先週（9/7）の例会から 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◎幹事報告 

先週お配りした概況報告書の内容に間違いがございま

したこと深くお詫び申し上げます。今後も間違いを見

つけられた方は、事務局もしくは幹事までご連絡いた

だければ幸いです。よろしくお願いいたします。 

◎委員会報告 

○米山記念奨学会         西本 恵美子 

 公益財団法人米山梅吉記念館より全国 1 人 100 円 

募金および賛助会員（年間会費 3,000円）の案内

が届いております。回覧いたしますので、ご協力

よろしくお願いいたします。 

○Ｒ財団               井前 憲司 

 ロータリー財団 100 周年記念シンポジウム公共イ

メージ向上協力金の依頼が届いておりましたので、

9 月 1 日にクラブより￥12,750-のお振込をいたし

ましたこと、ご報告いたします。 

れています。このようにして、一つの目標にいろんな

アプローチを試みるのが良いと思います。皆さんも、

混乱を極める国際情勢の中で幼い命をどのように救

えるのか、識字率向上月間を通じて各々が考えてみて

はどうでしょうか。 

 

氏  名 早川 博之 

生年月日 1966 年 4 月 5 日 

勤 務 先 日本たばこ産業㈱ 

医薬総合研究所 

自宅住所    〒581-027 

         八尾市八尾木 2-10 

職業分類    医薬品研究 

推 薦 者    西田直弘、清水利男 

趣  味    ﾌﾘｰﾏｰｹｯﾄ巡り（東京勤務時） 

好きな言葉   時間厳守 

又は生活信条 

新入会員のご紹介 

〇クラブ運営委員会        佐々木 隆幸 

 高槻 RC 懇親会を開催いたしますので、皆様のご参

加をお待ちしております。 

  開催日：2016 年 10 月 8 日（土） 

【ゴルフの部】 

  時 間 9：28 IN スタート（集合 9：00） 

  場 所 京都ゴルフ倶楽部 上賀茂コース 

       京都市北区上賀茂本山 

       TEL 075-791-2161 

 【水炊きの部】 

  時 間 18：00～ 

  場 所 萬治郎 

    （京都市東山区新橋通大和大路東入元吉町 58） 

※ 個別の参加も受け付けております。 

◎委員長会議報告 

〇国際奉仕委員会委員長      浜田 厚男君 

 7/30（土）第１回クラブ国際奉仕委員長会議に出席

してまいりまして、国際奉仕活動のための財団補助

金セミナー、グローバル補助金の申請の仕方のレ 

クチャーを受けました。また「シリアでの現状と国

際奉仕」の講演があり、シリアの学生 2 名が来られ

て、画像でシリアの情勢、現状を語っていただきま

した。 またソウル国際大会の報告と来年のアトラ

ンタ国際大会のプロモーションビデオもございまし

た。皆様、奮ってご参加をお願いしたいと思います。 

 

〇社会奉仕委員会委員長       石田 佳弘君 

 先月の 6、7 日の薬物乱用防止活動に暑い中、また休 

 日にも関わらず多くのご参加、ご協力頂きありがと 

 うございました。 

 当委員会ではあと「いのちキラキラ食裁活動」と「高 

 槻シティハーフマラソン」がございます。いのちキ 

 ラキラ食裁活動につきましてはこれから冬野菜を苗 

 付けします。また冬の収穫時には皆さまに出来栄え 

 を見て頂きたいと思います。時期が来ればお知らせ 

 させて頂きます。 

 1月 22 日（日）に開催されるマラソンの申し込み受 

 付が例年より 1日早く 9月 30 日からとなります。例 

 年スタッフとして参加されるのではなくランナーと 

 して参加して頂きたいと思います。ハーフ、10km、 

 5km とありますがハーフは 4,700 人定員ですぐに受 

 付終了となります。早めに Mailか電話で受け付けで 

 きますのでよろしくお願い致します。なにもタイム 

 を競うのでは無く健康維持の一環との位置づけで参 

 加され、体力の維持を目指して頂きたいと思います。 

 

〇職業奉仕委員会委員長       小山 彰夫君 

 8/20（土）第 1 回クラブ職業奉仕委員会の勉強会（大

阪科学技術センターにて）に参加してまいりました。 

 ＩＭ１～8 組に分かれ、バズセッションの討議をし、 

 委員長が理解している職業奉仕について各クラブに

持ち帰り、レベルアップを図る為クラフォーラムを

開催してほしいという主旨の内容でした。 

 ８つのキーワードを元に討論しましたが、他団体と

違って活動の主軸にある職業奉仕活動に重きを置く 

 ことが、ロータリークラブならではの特色になるの

で、「職業奉仕」という概念にある程度の答えを出す

べく、この 1 年活動していきたいと考えております。 

 10 月 12 日に金田会頭に外部卓話をお願いしており

ます。公職でありながら金田会頭が考える職業奉仕

について、また高槻市の観光ビジネス等を語ってい

ただきます。11 月 9 日例会後にサントリー山崎の工

場見学を開催します。なかなか勉強できないウイス

キーの知識を体得していただいて自分の職業に跳ね

返って充実できるきっかけになればいいと思いま

す。また、今後「洋食を楽しむ」企画も用意してお

ります。後日ご案内できるよう準備中ですので、乞

うご期待ください。 

 

〇青少年奉仕委員会委員長      内本 繁君 

2016～2017年度 地区協議会での青少年奉仕部門 

の各委員会の方針について説明します 

日 時  2016年 4月 9日(土) 15:30～17:00 

場 所  大阪国際会議場 

 

 

 



 

  

◎ニコニコ箱報告 

・誕生記念内祝  藤井君、 

         西田君（ありがとうございました。 
                 健康に気をつけます。） 

・入会記念内祝  朝倉君、馬渕君、 
         早川君（伝統ある高槻ＲＣに入会させて頂

き身の引き締まる思いです。どうぞ
よろしくお願いいたします。） 

・皆出席 内祝  羽根田君 
・創業記念内祝  藤井君 

（早川さん、入会おめでとうございます。 

生駒さん、山口先生、藤田先生、早く 
お元気になられますように） 

         古川君（金本アニキ頼みやから巨人にだけ

は勝ってぇな。六甲おろし歌わせて
くれ～） 

         仲田君、長山君（ありがとうございます） 

・九州旅行では西本さん、お世話になりました。台風 
 も逃げるくらいの見事な采配でした！   朝倉君 
・早川さん、入会おめでとうございます。ロータリー 
 を楽しんでください。          朝倉君 
・早川さん、御入会おめでとうございます。また飲会 
 の席で遊んでください。         井前君 
・経験豊かな先輩方に一日でも早くお目にかかれるこ 

とを願っています。           井前君 
・早川さん、入会おめでとうございます。  入谷君 
・早く例会にもどってこられます様に祈念いたします。 
                     石田君 
・生駒さん、藤田先生、山口先生お待ちしております。 
 クラブ組織委員会、藤田先生の代わりに大木さんが 
 頑張って下さってます。早く復帰して下さいね。 
                     伊藤君 
・西本さん、大変お世話になりありがとうございまし  
 た。                  片山君 
・生駒さん、山口さん、藤田さん、また例会で笑顔に
出会えます様、心からお待ちしております。早川さ
んご入会お目出とうございます。     河合君 

・九州大分復興の旅にご参加くださいましてありがと
うございます。台風も 12人で蹴散らしてしまうほど
楽しい旅となりました。今回ご参加されなかった方
も次回のご参加お願い致します。     西本君 

・九州旅行、西本様大変お世話になりました。西田君 
・早川様、ＲＣ入会お目でとうご座います。今後共よ 
 ろしく。                西田君 
・早川さんの入会を祝いまして。      清水君 

 

        本日の合計  ￥ 113,000- 

      7/1よりの累計  ￥ 579,000– 

 

 

 

◎R 財団への寄付 

 羽根田茂子君 ￥5,000- 入谷 治夫君 ￥5,000- 

 片山美智子君 ￥5,000- 河合 一人君 ￥5,000- 

 長山 正剛君 ￥5,000- 
（生駒さん、藤田先生、山口先生、お待ちしています。お早い

お帰りを。早川さん、ロータリーへようこそ!！） 

仲田 裕行君 ￥5,000- 西田 直弘君 ￥10,000-

西本恵美子君 ￥5,000- 

 

        本日の合計  ￥ 45,000 - 

      7/1よりの累計  ￥ 205,000- 

           一人当たり平均 ＄41.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

    テーマは次の通りです。 

１． 青少年奉仕の各委員会の 2016～2017 年度

方針について 

⑴ 青少年活動委員会 

 ・秋（上級）と春（初級）の RYLA、チー 

      ムライラとの連携、ニコニコキャンプ 

      の実施 

     ・ROTAKIDS〔ロタキッズ〕（12歳以下の児 

      童が対象）の実施検討 

⑵  青少年交換委員会              

     ・派遣候補生の募集、交換先との交渉を 

      準備（8名の派遣・受入れを予定）  

     ・要請 派遣希望者のホストクラブにな 

         ってほしい 

         参加クラブは受入れ体制を整備 

         してほしい 

         ホストファミリーになってほし 

         い 

    (3) ローターアクト委員会 

      （現在 19クラブ、メンバー約 250 名） 

     ・ロータリークラブとの共同事業の実施、 

      IAC・米山奨学生等のロータリーファミ 

      リーとの横のつながりを強化 

     ・提唱・未提唱クラブから 18～30 歳の青 

      年男女の紹介を要請 

    (4) インターアクト委員会 

     ・各事業の企画立案と実施に各校生徒の 

      自発的な参加を促す 

     ・青少年奉仕部門プログラムを通じて良 

      い友達つくる機会の拡大を目指す 

     ・各校と提唱 RC との交流の強化、顧問教 

      諭との情報交換、研究の強化・推進と 

      新クラブ創立発展に努める 

  ２． 危機管理委員会 

     ・地区危機管理委員会規定について以下 

      の説明がありました。 

   地区内のロータリークラブ、ロータリアンに 

   とって「好ましくない事態の全て」を危機管 

   理の「危機」とすると定義している。規定内 

   には「青少年奉仕プログラムに対する特別規 

   定」が設けられており、地区・地区委員長の 

   責務、危機管理委員会の業務、青少年の保護 

   が規定されている。 

   本規定は青少年の保護が主たる目的で設置さ 

   れており、青少年活動プログラムにおける全 

   ての事故・病気、自然災害、テロ、窃盗・傷 

   害、虐待、ハラスメント等の緊急対応・処理 

   手順や青少年が加害者になった時の危機管理 

   対応が示されている。また、世界共通の 4D ル 

   ール（ドライブ/運転、デート/親密な男女交 

   際、ドリンク/飲酒、ドラッグ/喫煙・薬物） 

   への対応も勿論である。各クラブは本規定を 

   遵守するように努めてほしい。 

 私としてはこのような事態が発生しないことを望 

 みますが、当クラブは未成年であるインターアク 

 トを提唱するクラブとして、もしこのような状況 

 になった場合はこの規定に基づき地区や関係機関 

 と連携をとりながら適切な対応をしなければなら 

 ないと思っていますので、メンバー各位のご協力 

 をお願いいたします。 

 

 



 ◎米山記念奨学会への寄付 

石田 佳弘君 ￥5,000- 小山 彰夫君 ￥5,000- 

西田 直弘君 ￥10,000- 

 

      本日の合計  ￥ 20,000- 

    7/1 よりの累計  ￥ 167,500- 

         会員より  ￥ 45,000- 

         ｸﾗﾌﾞより  ￥122,500- 

                 一人当たり平均 ￥3,418- 

 

 

 

 

第 3 回理事会議事録 

開催日 2016年 9月 7 日(水)  

13:35～14:40 (於 例会場) 

出席者 藤井・入谷・伊藤・朝倉・清水・ 

    片山・松尾・小山・石田・内本・ 

河合・古川・藤松（小阪代理）・ 

井前（浜田代理）長山、 

オブザーバー川面   （敬称略） 

議 事 議長は藤井会長にて議事進行 

前回議事録承認            

 報告事項に「週報について誕生記念の年齢を表記し

ないことにする」を追加 

議案①会計報告 

河合会計:資料に基づき説明有 

<異議なく承認されました> 

議案②例会の食事について・・・ 

西武担当者との協議をおえて、古川 SAAから 

 ・現在の桃谷樓・カーサ・かつ乃へメニューの改善 

を依頼した 

・地下の食品売場(弁当コーナー)から購入すること

も、西武から了承されたので、今後検討したい 

 ・食事は例会の楽しみの１つだと考えるので、今後 

とも改善していきたい 

議案③ガバナー補佐訪問（9/14）に関して 

 ・各委員会毎にガバナー補佐に報告する 

 ・例会後、役員委員長、副委員長は出席 

(於：桃谷楼) 

議案④例会スケジュール 

 ・10月 19日外部卓話濱田市長が所用のため、古川 

会員の卓話に変更 

  ※市長の卓話については今後改めて調整 

(2 月を予定)していただく 

  ※松尾会員から、高槻市健康福祉部部長の西田誠 

氏による外部卓話の提案有‥今後改めて打合 

せ 

 ・10月 26 日(2人 3 脚例会)の卓話白石会員・長山 

会員から、白石会員・早川会員に変更 

 ・11月 30 日の卓話、西本会員から、川脇会員・川 

面会員へ変更 

報告事項 

①石田社会奉仕委員長より、薬物乱用防止キャンペ 

ーンについて報告 

・当初昼食も考えていたが、時間が短く不要となっ

たので飲物代のみとなり、5 万円の予算から約 2

万円で済んだ 

・活動内容を「ロータリーの友」へ記事掲載を依頼

している、また高槻 RC ホームページへも掲載済み 

 

②9月 12 日からマレーシア ブキビンタンロー

タリークラブ(BBRC)を会長をはじめ 7名で訪問

する 

②9月 12日からマレーシア ブキビンタンロータリー

クラブ(RCBB)を会長をはじめ 7名で訪問する 

・現地保険局幹部の方とデング熱撲滅の打ち合わせ、

RCBB役員の皆さんとの会合を予定している 

③長期戦略委員会から活動内容について説明 

･･･より魅力的な高槻ロータリークラブにしたい 

・全会員の意識向上をはかる対策、未来に掲げる目

標の策定、クラブが抱える問題点の解析、会員の

拡大、人材育成と活用、活動資金の調達、長期計

画と基金の創設、、、というようなテーマを元に活

動したい 

④小山職業奉仕委員長から洋食を楽しむ会について 

・11月 30日(水) 午後 6～9 時 ｲﾀﾘｱﾝﾚｽﾄﾗﾝ VIVO に

て開催 会費：12000円 家族参加可 

※10種類のワインを用意するが単なる飲み会(懇親

会)ではなく、ワイン講習を通じて食文化を理解す

る事業 

※第 2弾として、年明け 1月か 2月には和食と日本

酒の会を予定している 

議長：従来の職業奉仕の感覚にとらわれない事業を、

今後とも試行錯誤していただきたい 

以上  


