
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

二人三脚例会 

 

◎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 

◎例会後の行事 

   クラブ戦略計画委員会会議 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3048 回 本日（10/26）の例会 

（  ）の例会 

 

◎国歌・・・君が代 

◎ソング・・・奉仕の理想 

◎誕生・結婚・創業記念御祝 

◎入会記念御祝 

◎委員会例会 

 ◎例会後の行事･･･11 月度定例理事会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3049 回 次週（11/2）の例会 

No.15 2016年 10月 26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 39 名 84.78 ％ 

前々回例会補正後出席率  86.96 ％ 

但し、 Mup 0 名   欠席者 6 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 

  

 

先週（10/19）の例会から 

10月は経済と地域社会の発展月間 ／ 米山月間 

◎会長の時間           伊藤 智秋 

本日は藤井会長が所用の為欠席されております。 

代わりに私が会長の時間をさせて頂きます。 

岩井様お薦め、「温故知新」古きをたずねて新しき
を知る。先人の知恵に学ぶシリーズ第 2 回 貝原益
軒をご紹介いたします。 

貝原益軒は、江戸時代の本草学者(主に中国で発達
した医薬に関する学問)、儒学者。筑前国福岡藩士と
して朱子学の講義、佐賀藩との境界問題、筑前国続
風土記の編纂などを行った人物です。70 歳で役を退
いてからは著述業に専念するようになり、60 部 270

余巻に及ぶ著書を残されました。貝原益軒の代表作
といえば「養生訓」です。曰く、人の身は自分のモ
ノにあらず、天からの御賜物である。だから大事に
しましょう。大事にすればうんと長生き出来るよう
になっております。髪の毛や爪に至るまで傷つけな
いように、寒いところや暑すぎるところ等健康に悪
いことは避け、災害にも近寄らず、食べ過ぎ飲みす
ぎをせず、ひたすら御身大切に。かてて加えて精神
的にも穏やかに礼儀正しく慎ましやかに。良い友人
とだけ付き合い、良いことだけを見聞きし、余計な
ことを喋りすぎないようにしなさい。命が短ければ
天下四海の富を得ても使う時間が無く、どれほどの
財産も意味をなしません。自分を律し、健やかに身
を保ち長命になる事ほど大いなる幸福はありませ
ん。「たとえ家が貧しくて、餓えて死のうとも心は常
に楽しく保て」などとも書かれております。 
現代にも通じる健康法であり生き方の一つだと思

います。 

しかし、その状態でどうやったら「天下四海の富を
得る」ことが出来るのか、そこのところも書き残し 

※11/9（水）例会後の行事 

    サントリー工場見学 14：30～ 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◎卓話   古川 大介君 

       「こんな私もロータリー」 

 

一昨年のワールドカップ以降ラグビーが今まで全然見

向きもされなかったのに、一気に人気が高まり、五郎丸

のルーティーンは流行るわ、テレビコマーシャルにラグ

ービー選手が出るなんて今まで無かったので、桜ジャパ

ンと呼ばれて桜のジャージーなんか今だに売れてるらし

い。 なぜ一気にこんな人気になったかと言うと昔は弱

すぎてマスコミも見向きもしなかった為で、最近は国境

の壁を越えて海外及びハーフやクォーターも選手に増え

て、ここ 5年ぐらい前から強くなってきました。そこで、

今回、南アフリカに勝った事で一気にラグビーファンが

増えたという事です。ラグビーは 15 人で戦うスポーツ

で、今回南アフリカ戦では半分の 8 人がハーフや帰化し

た外人部隊ですが、このメンバーも日本の守り抜くラグ

ビーをしてくれて興奮する。ゲームの結果 32 対 34 で勝

って涙が溢れる感動を与えてくれました。話はもどりま

して、僕は茨木市にある摂陵高校という学校でラグビー

をしていた訳ですが、なぜかこの学校教室の隣に合宿所

がありました。そこで、正月と夏休みに合宿するのです

が、それが嫌で嫌でそれじゃなくても何時も何時も、し

んどいしんどい練習をさせられてるのに合宿なんて、最

近はよくいじめの原因にクラブのシゴキなんかが有りま

すが、僕らの時は毎日がシゴキで殴られたおしてました。

でも今は殴られたりしたらすぐにイジメや殴った監督先

輩なんか、すぐに懲戒免職になったり、殴られた生徒は

自殺したりと僕らの時代には考えられない事です。そん

な、恐怖の合宿なのですが、うちの監督が日体大という

事もあり、その先輩の山口監督率いる、伏見工業と夏休

みに合宿することになり、大変な事になっていきま

す。。。。  

◎委員会報告 
○60周年記念事業  未来塾      松尾 浩 
 大阪府立島本高等学校より高槻ＲＣ 未来塾立ち上
げ総会のご案内が届いております。 
  日 時：2016年 11月 2 日（水）18：30～ 
  場 所：大阪府立島本高等学校 4 階視聴覚教室 
各校長はじめ懇親を深めながら、未来塾とはどういう
ものか開催いたしますので、是非ご参加くださいます
ようお願いいたします。 
 ※当日駐車場には限りがありますので、ご希望の方

はお申し出ください。 
 

◎幹事報告 

・ 新入会員選考の書類をポケットに入れております。
異議のある方は、7 日以内にお申し出ください。 
よろしくお願いいたします。 

・ 摂津 RCより概況報告書が届いております。後方テ
ーブルに置いて居りますので、ご覧ください。 

・ ホストクラブの大阪アーバン RCより 10月 8日（土）
～10日（月）に開催された秋の RYLAセミナー終了
のお礼が届いております。 

 

◎ニコニコ箱報告 

・皆出席表彰内祝  大木君 

・しょうもない卓話を聞いていただいて。   古川君  

・写真同好会の展示会にお越し下さいましてありがと 

うございます。              伊藤君 

・仲田先生、色々とお世話になりました。   川畑君 

・その他                  丸山君 

・㈱生命誌研究館“細胞の音楽イベント”無事終了い

たしました。例会でご紹介させていただき、ありが

とうございました。           上村君 

 

        本日の合計  ￥ 30,000- 

      7/1よりの累計  ￥ 865,000- 

 

◎R 財団への寄付 

 丸山 俊郎 君 ￥5,000- 

 

        本日の合計  ￥  5,000- 

      7/1よりの累計  ￥300,000- 

           一人当たり平均 ＄60.02 

 

 

て頂きたかったものです。貝原益軒は 1630年寛永 7
年生まれで三代将軍徳川家光の御代～1714 年七代将
軍徳川家継の頃、徳川政権が落ち着き、江戸や大坂の
庶民の時代の始まりから安定期にかけて生きた方で
す。（生まれつき虚弱で病気がちにもかかわらず８５
歳の長寿を全うしました。）御身大切にとぬくぬくし
た場所で慎ましく、波風立てずに長生きだけを考える
生き方は、ある意味正しいと思います。全世界の人類
が一斉にこういう心持になって、それが実現可能であ
るならば素晴らしいことです。一方、「心楽しく飢え
死にする」のは如何でしょうか？人はまず食べなけれ
ば生きられません。他の動物を食べる、木の実を食べ
る。食べることは、命と引き換えにするくらい困難な
事です。貝原益軒がぬくぬくと長生きするためには彼
に身体に優しい食べ物と安全な環境を供給するため
に命を削っている人々がいるのです。 
世界では紛争が絶えません。紛争は支配欲にかられ

た一部の人間が起こす事ばかりではありません。多く
は生きる為、食料や水を確保するため、家族や仲間を
守るためという目的から起こるのです。 
ロータリアンはどう考え、何をなすべきか？ 
自分だけは悪いことに耳を塞ぎ、口は災いのもとと

心得、楽しくて良いことばかりを考え、礼儀正しく、
慎ましく、危険なことに近寄らない。良いものだけを
適量食べて、暖かくして早く寝る。が、正解ですか？ 
良いことも悪いことも全部見聞きし、大いに語り、

時には危険を承知で行動することも必要です。そうす
ることは自分以外の人や森羅万象とかかわるという
ことだと思います。礼を忘れることもあるでしょう、
怪しい食べ物にも出会うでしょう。相手を思い遣らん
が為に涙の味のお酒を大量に飲んだ経験を持たれて
いる方も多いと思います。一歩外に出れば足元は地雷
原、安全地帯を探しても三界に家無し！ということも
あるはずです。 

こうして経験を積み、他人の痛みを我痛みと知り、
目の前で転んだ人に手を差し伸べる。それがロータリ
アンの心意気ではないでしょうか。私は 本年度のテ
ーマ「人類に奉仕するロータリー」をこのように解釈
してみました。「養生訓」は学ぶべきところが大いに
あり、反省もさせられ、ちょっと笑える楽しい本です。 

是非一読されたらとお薦めします。 

これで会長代理の話を終わります。ありがとうござ
いました。 

 



 

 

２０１６～２０１７年度例会プログラム  

     
月 日 内   容 例会後の行事 備   考 

11 

2 委員会例会 定例理事会 ロータリー財団月間 

9 
外部卓話 

（高槻市健康福祉部 西田部長） 
ｻﾝﾄﾘ-工場見学 国際奉仕委員会担当月間 

16 外部卓話（高槻高校 岩井校長）     

23 祝日休会     

30 卓話（川面）（川脇） 「洋食を楽しむ」   

12 

7 総会・卓話（深野） 定例理事会 疾病予防と治療月間 

14 卓話（山室） 被選理事会 クラブ運営委員会担当月間 

23 
21→23 移動例会 

：ｲﾝﾀｰｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙﾎﾃﾙ大阪 
忘年家族会   

28 定款による休会   地区大会 12/9～12/10 

1 

4 定款による休会   職業奉仕月間 

11 3RC 合同新年会：山水館   職業奉仕委員会担当月間 

18 卓話（坂野） 定例理事会   

25 卓話（西田）（河合） 被選理事会   

 


