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Ⅱ．みんなに公平か

例会日
例会場

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
毎週水曜日 12:30～13:30
オーロラモール高槻西武６階 多目的ホール TEL 072-684-5379

Ⅲ．好意と友情を深めるか

創

1954 年 6 月 15 日

Ⅳ．みんなの為になるかどうか

会長

事務所

四つのテスト
Ⅰ．真実かどうか

立

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
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10 月は経済と地域社会の発展月間 ／ 米山月間
第 3045 回
（

）の例会
ガバナー公式訪問

◎ 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
◎ 卓話･･･国際ロータリー第 2660 地区
松本進也ガバナー

◎ 例会後の行事
10 月度定例理事会

第 3046 回

次週（10/12）の例会

◎ソング･･･四つのテスト
◎外部卓話
スピーカー･･･高槻商工会議所
会頭 金田 忠行様
テ ー マ「高槻の発展を願って、
高槻の観光ビジネスについて」

◎出席報告
会員数
51

名

10 月度 記念月御祝

本日（10/5）の例会

出席者数

出席率

42 名

87.50 ％

前々回例会補正後出席率
95.74 ％
但し、 Mup 2 名
欠席者
2 名
出席規定摘用免除有資格者
4 名

人類に奉仕するロータリー

◎ 誕生記念
該当者なし
◎ 結婚記念
前内 宏文・良子御夫妻
羽根田茂子・新吾御夫妻
朝倉 通憲・和子御夫妻
河合 一人・貴美御夫妻
石田 佳弘・里美御夫妻
上村富美男・尚美御夫妻
小山 彰夫・真由美御夫妻
西澤 直紀・直子御夫妻
坂野 信一・志津子御夫妻
◎ 入会記念
松尾
浩君
伊藤 智秋君

10 月度
深野

裕一君

浜田

厚男君

川面

智義君

石田

佳弘君

稲富

博文君

本多

了君

ROTARY

17 周年
10 周年

創業記念月御祝

大阪ガス㈱
M.38.10.19
111 周年
浜田電気工業㈱
S.35.10.14
56 周年
三雅産業㈱
S.44.10.1
47 周年
㈱カルモ
S.61.10.1
30 周年
㈱ﾆｭｰﾎﾝﾀﾞﾊﾟﾙｽ
Honda DREAM 高槻
S.62.10.15
29 周年
夢創研
H.7.10.1
21 周年

SERVING

ジョン・Ｆ・ジャーム RI 会長

62 周年
51 周年
45 周年
32 周年
31 周年
24 周年
21 周年
19 周年
19 周年

HUMANITY

◎幹事報告
・千里 RC、茨木 RC、茨木東 RC より概況報告書が届い
ておりますので、後方テーブルに置いておりますの
でご覧ください。
・10 月のロータリーレートは１＄＝102 円です。
・枚方 RC より例会変更の連絡が届いておりますの
で、メーキャップの際は事務局へご確認ください。
・9 月末をもってクールビズを終了いたしますので、
次回例会より通常通りネクタイ着用をお願いいた
します。

◎米山功労者表彰
倉本 進君 第１回功労者

先週（9/28）の例会から

◎ゲスト・ビジター

計

0 名

◎会長の時間
「中核的価値観」

（Core Values)

この言葉を、初めて見たのは２年ほど前でした。
戦略計画について論じ始められたころでした。日本
人には馴染まない表現だと思いましたが、丁度その
頃、中国で「核心的利益」 (Core Interest of China)
という言葉が国家戦略を表す時に頻繁に使われるよ
うになり、その影響を受けているのかと思っていま
した。
良く調べてみますと、2007 年のＲＩ理事会で戦略
計画の構成要素として承認されています。そして、
2013 年の国際協議会でカルヤンＲＩ会長（2011～
2012）が基調講演のテーマとして取り上げられて以
来、広くかつ重要なロータリー用語として取り扱わ
れるようになっています。私は、ロータリーの潮目
が変わったと常々お話しています。ロータリは、大
きく変革しようとしていますが、変えていけないの
は、この価値観ですよとＲＩは言っているのです。
その内容は、１、親睦 ２、高潔性、３、多様性
４、奉仕 ５、リーダーシップです。
確かに、ロータリーの戦略計画を考える時、重要
な要素でありよく考えられた中味だと思います。
ロータリーとはどのような集まりですかと問われた
時、この「中核的価値観」をもとに話されたら完璧
な答えとなるでしょう。
しかし、経験不足を恐れずに私見を言わせていただ
きますと、中核的と言いながら 5 つも要素があるの
は多すぎると思います。焦点がぼけると思うのです。
つまり、この辺に今のロータリーの悩みがあると思
います。
ちなみに、中国の核心的利益とは、１、国家主権
と領土の保全 ２、国家の基本制度
と安全の維持 ３、経済社会の持続的な発展 です。
非常に明快です。私は、このような中国が良いとは
言っておりません。明治時代の富国強兵策を思い起
こすような国家戦略を言いふらす国は、ほかには北
朝鮮ぐらいです。
ロータリーの将来を考える時、まだまだ議論がな
されるでしょう。そして、長いロータリーの歴史を
振り返るとき、必ず突破口を見つけるでしょう。
今はその変換点だと思うのです。このテーマは非常
に重要ですので、改めてお話ししたいと思っていま
す。

◎委員会報告
○米山記念奨学会
西本 恵美子
皆様にご協力いただきました米山記念奨学会 100
円募金は、￥5,328-集まりました。9 月 26 日にお振
込が完了いたしましたことをご報告いたします。ご
協力ありがとうございました。
また、本日米山記念奨学会より「豆辞典」が届いて
おりますので、皆様のポケットに入れております。
ご参考いただきますようよろしくお願いいたしま
す。2015 年度事業報告書は後方のテーブルに置いて
おりますので、ご覧ください。
○ご案内
上村富美男
先日ご案内いたしました擬態昆虫の写真展、海野
氏の講演会では100名を越える方にご参加いただき、
盛会に終えることができました。ありがとうござい
ました。
今回は、
「うごく！演奏する！つくろう細胞の音
楽！！」を開催しますので、ご案内させていただき
ます。生きもの(個体)の体の構造は、個々の細胞

のダイナミックな動きや、細胞同士のコミュニケ
ーション(情報伝達)によって協調的につくられて
います。それらの動きやコミュニケーションを音
に置き換え、音楽の集合体として生きものを表現
する事を試みるワークショップ形式の催しです。
音楽経験のない方もお待ちしています。
日 時：2016年10月15日（土）
13：00～16：00
場 所：JT生命誌研究館 １階展示ホール奥
対 象：小学校高学年から大人まで
定 員：16名
締 切：2016年10月7日（金）
ご希望の方は、下記ホームページよりお申込みいただ
くか、お問い合わせください。よろしくお願いいたし
ます。 http://www.brh.co.jp/event/others/

〇クラブ組織委員会
伊藤 智秋
10 月 26 日（水）例会にて 2 人 3 脚例会を開催しま
す。今後、勧誘してご入会いただいきたい方を例会に
お連れ頂きたく思います。費用はクラブ組織委員会に
て負担いたします。お誘いいただく際に案内文、また
ツールとしてロータリーの友が必要な方はお申し出
いただければご用意させていただきますので、よろし
くお願いいたします。

〇写真同好会より
伊藤 智秋
第 3 回凛の会 写真展を開催の案内をポケットに入
れております。ご家族、お友達お誘いあわせの上ど
うぞお立ち寄りいただきますようお待ち申し上げて
おります。
日 時：2016 年 10 月 14 日（木）～19 日（水）
10 時～19 時（最終日 17 時まで）
場 所：阪急高槻市駅２F
高槻市立展示館
「けやき」
〇ご案内
伊藤 智秋
10 月 2 日（日）天然 鮎を食べる会を開催します。現
在お申込みの方以外にもご希望の方がおられました
らお申し出ください。ご家族のご参加も可能です。
参加費は￥5,000（飲み代別）です。よろしくお願い
いたします。

◎卓話
ブキビンタン RC 訪問報告
国際奉仕委員会委員長
浜田 厚男君
（資料は 別貼付）

◎ニコニコ箱報告
・ 皆出席内祝
朝倉君
・ RCBB 訪問報告を聞いていただいてありがとうござ
います。
浜田君
・ 石田さんはじめ社会奉仕委員会・委員の皆さん！
9 月度受付担当お世話になりありがとうございま
した。
河合君
・ 会長、幹事、副幹事、皆様にお見舞いに来て頂き元
気をもらいました。ありがとうございました。
生駒君
・ ㈱生命誌研究館のイベント“擬態昆虫の写真展”無
事終了いたしました。例会でご紹介させていただ
き、どうもありがとうございました。
上村君
本日の合計
7/1 よりの累計
◎R 財団への寄付
浜田 厚男君 ￥5,000生駒 俊雄君 ￥5,000-

￥ 30,000￥ 654,000–

河合

一人君

￥5,000-

本日の合計
￥ 15,0007/1 よりの累計
￥ 255,000一人当たり平均 ＄51.02
◎米山奨学会への寄付
生駒 俊雄君 ￥5,000本日の合計
￥ 5,0007/1 よりの累計
￥ 182,500会員より ￥ 60,000ｸﾗﾌﾞより ￥ 122,500一人当たり平均 ￥3,724-

