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Ⅱ．みんなに公平か
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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
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事務所

四つのテスト
Ⅰ．真実かどうか
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10 月は経済と地域社会の発展月間 ／ 米山月間
第 3047 回
（

本日（10/19）の例会
9 月度 皆出席表彰
大木 城司君
連続１年

）の例会

◎ソング･･我等の生業
◎9 月度皆出席表彰
◎卓話 スピーカー･･・古川 大介君
テーマ「こんな私もロータリー」

先週（10/12）の例会から

第 3048 回

次週（10/26）の例会

◎ソング･･･それでこそロータリー
◎卓 話 スピーカー････白石 純一君
早川 博之君
テ ー マ･･････私の履歴書

※
二人三脚例会
◎例会後の行事
クラブ戦略計画委員会会議

◎出席報告
会員数
51

名

出席者数
41

名

出席率
87.50 ％

前々回例会補正後出席率
93.62 ％
但し、 Mup 2 名
欠席者 3 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

◎ゲスト・ビジター

計

高槻商工会議所 会頭
（公社）高槻市観光協会

代表理事
金田 忠行

1 名

様

◎会長の時間
「ガバナー補佐について」
皆さんガバナー補佐という制度ができたのは、いつ
頃だったかご存知ですか。2002～03 年度にＤＬＰ
（District Leadership Plan)が導入され、その重要な
構成要素としてガバナー補佐制度が発足しました。当
クラブからは、岩井会員が 2006～07 年度に就任してお
られます。私は、恥ずかしながら、もっと古くからあ
る制度と思っていました。それでも、当クラブでその
経緯を御存知なのは 2004 年以前に入会された方で、約
4 分の 1 になってしまいました。
この頃、ＲＩ本部は大きな転換を試みていました。
ＲＩの戦略委員会が発足し、先日紹介しました、中核
的価値観等を制定していきました。まずＤＬＰが地区
に強制的に導入されました。傘下のクラブに助言、研
修指導を行いロータリー活動の充実を図ることが目的
でした。さらに 2004 年にＣＬＰ（Club Leadership
Plan)の導入を各クラブに推奨される事になりました。
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ロータリーの精神である各クラブの自治を尊重する
立場から、その導入は各クラブの裁量にまかされてい
ました。その内容は、長期的視野に立ってクラブの運
営、奉仕活動の充実を計っていくことを目的としてい
ます。つまり、長期計画をたて、その目標に向かって
活動しようという事です。そしていよいよ、昨年度か
ら各クラブに「クラブ戦略計画委員会」の設置を要望
されてまいりました。
ここまでお話ししますと、ＲＩが変革しようとして
いる姿が見えてくると思います。その象徴が、地区と
各クラブのパイプ役となるガバナー補佐と言えまし
ょう。松尾さんには、地区や他クラブの情報を入れて
いただき、我々のクラブをご指導いただきますようよ
ろしくお願いいたします。
◎幹事報告
・千里メイプル RC、吹田 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。
・箕面千里中央 RC より移動例会のお知らせが届いて
おります。メーキャップの際には事務局へご確認く
ださい。
・地区よりガバナーエレクト業務開始のご案内が届い
ております。
◎委員会報告
○青少年奉仕委員会
内本 繁
IAC 年次大会が開催されます。青少年委員会以外でも
ご参加をされる方は回覧をいたしますので、よろしく
お願いいたします。
日
時：2016 年 11 月 13 日（日）
場
所：大阪桐蔭中学高等学校（本館）
受
付：9：30～
開
会：10：00
終了予定：15：30
○クラブ運営委員会
佐々木 隆幸
① 12/23（金・祝）に忘年家族懇親会をインターコ
ンチネンタルホテル大阪にて 17 時から行います。
会費は会員 20,000 円 家族 15,000 円 小学生
以下 5,000 円です。
参加の是非をお願いします。
② 1/11（水） 山水館にて我々高槻ＲＣがホストの
高槻３ＲＣ新年合同例会を行います。
長山さんのご協力により、ＪＲ駅北からのバス送
迎があります。また、旧かじか荘の駐車場を開放
してくれます。
段取りの都合上、事前に会場への交通手段を把握
したいと思いますので、ご回答よろしくお願いし
ます。
どちらも、今から回覧を回しますので、ご回答お願い
します。
〇ゴルフ同好会
佐々木 隆幸
高槻 RC 年末ゴルフコンペを開催します。
二次会は、すき焼き（毛利志満）を予定しており
ます。皆様の奮ってのご参加をお待ちしておりま
す。
日 時：2017 年 12 月 17 日（土）9：24～ｽﾀｰﾄ
場 所：琵琶湖カントリー倶楽部
会 費：￥22,000-

◎卓話
高槻商工会議所 会頭
（公社）高槻市観光協会

代表理事
金田 忠行

様

「たかつきの活性を目指して」
①地方創生の高槻市、商工会議所のあり方
地方創生の意味は地域の独自性をいかにつくりだす
か、それには首長の力量で差が出てくる。それはまた
地域を構成している各種団体、例えば商工会議所、商
談連、観光協会、農協等の力量も対応する力。本気の
まち力が課題になってくる
②高槻市、商工会議所のあるべき姿
●高槻市 [住みたい、住み続けたい、訪れたい 健康
で幸せな都市(まち)高槻]
●商工会議所 [絶えざる研鑽により、明日へ向かっ
て頼られ、笑顔ある商工会議所]
③どのように実現していくか
イ.総力戦：高槻市を中心とした『まち力の強化』
→ 高槻経済 K5 サミット、高槻 G20 サミット
の実施
ロ.健幸経営の実施
→ 会社は健全、従業員は幸福と、高槻市ま
すます元気。
健幸ポイントの推進で高槻健幸都市を目
指す。
ハ. 第 2 回中心市街地活性の推進
→ 市民会館の建替えと、安満遺跡公園の実
現
ニ. 産業懇話会を活用
→ 高槻の活性に向け、大手企業にも市内イベ
ント、工場見学 等で協力を仰ぐ
ホ. 体験交流型観光 『オープンたかつき』 の
推進
→ 高槻の観光・商業施設を観光協会が中心
となり、街博覧会的に関西圏を中心に
紹介を進める。来訪者の増加に向け 3 ヵ
年かけ、強力的に推進
2018 年、高槻商工会議所は、お陰さまで 70 周年を
迎えます。
高槻の”笑顔ある将来”に向け
是非、みなさまの提言をお願い致します。
以上

◎ニコニコ箱報告
・結婚記念内祝
前内君
・入会記念内祝
松尾君
・創業記念内祝
川面君
・金田会頭、本日は貴重なお話をどうも有難うござい
ました。微力ながらお役に立てる様、頑張りたいと
思います。
坂野君
・金田会頭の卓話ありがとうございました。 藤井君
・高槻 RC ゴルフで優勝させて頂いて。
橋本君
・金田会頭、力強い活性化計画の発表ありがとうござ
いました。
井前君
・財団表彰を頂いて!!
河合君
・金田会頭、卓話ありがとうございます。
川脇君
・金田会頭、本日は貴重な卓話をありがとうございま
した。
小山君
・先週お休みいたしましたが、結婚記念月のお祝いの
花をお届けいただきました。ありがとうございまし
た。
私、5 月に肺炎で入院して以来自分では意識しており
ませんでしたが、体質が変わったというか打ち身で
もないのに体に青あざができ、8 月 15 日の血液検査
で血小板が少なくなっていることが判り、同月 22 日
より血小板の輸血と原因究明のため入院し、思いが
けず約 50 日もの入院で先週金曜日に退院してまいり
ました。
突発性血小板減少性紫斑病という難病で、原因はま
だはっきりわかっていないようです。
ステロイド点滴と服用薬で、数字も安定してまいり
ました。
おかげさまで、こうして元気に日常生活に戻ること
ができました。感謝の募金をさせていただきます。
前内君
・金田会頭、卓話ありがとうございました。 前内君
・第 2660 地区 2 組のガバナー補佐に立候補させて頂き
ました。御支援、御鞭撻の程お願い申し上げます。
松尾君
・金田会頭、貴重な卓話ありがとうございました。大
変プレッシャーを感じております。
内本君
本日の合計
7/1 よりの累計
◎R 財団への寄付
河合 一人君 ￥5,000内本
繁君 ￥5,000-

￥ 86,000￥ 835,000–

前内

宏文君

￥5,000-

本日の合計
￥ 15,0007/1 よりの累計
￥ 295,000一人当たり平均 ＄ 59.02

