
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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・入会記念月御祝 

◎創業記念月御祝 

◎委員会例会 

 ◎例会後の行事･･･11 月度定例理事会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3049 回 本日（11/2）の例会 

（  ）の例会 

 

◎ソング････四つのテスト 

◎卓話  外部卓話  

高槻市健康福祉部 

   部長 西田 誠 様 

   テ ー マ････「  未 定   」 

◎例会後の行事 

  サントリー山崎工場見学 14：30～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3050 回 次週（11/9）の例会 

No.16 2016 年 11 月 2 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 42 名  89.36 ％ 

前々回例会補正後出席率  89.58 ％ 

但し、 Mup 1 名   欠席者 5 名 

出席規定摘用免除有資格者  3 名 

 

 

 

 

 

 

◎出席報告 

◎ゲスト・ビジター          計 4 名 

 本田 孔士様  眼科医 （大阪 RC） 

医療法人服部整形外科      服部  智 様 

㈱池田泉州銀行    支店長  大西 正芳 様 

㈱J＆C SOLUTION 代表取締役 後藤 光彗 様 

先週（10/26）の例会から 

11月はロータリー財団月間 

※ 11/16 例会後･･･第 2 回情報集会 

      11 月度 記念月御祝 

 

◎ 誕生記念   

 岩井 祐造君    川面 智義君 

 西本恵美子君    浜田 厚男君 

 小山 彰夫君 

◎ 結婚記念 

 奥田 晴基・妙子御夫妻   52 周年 

 田渕 謙二・一重御夫妻   30 周年 

 浜田 厚男・寿絵御夫妻   28 周年 

 ◎入会記念 

   奥田 晴基君        18 周年 

11 月度 創業記念月御祝 

藤松 功治君 マス星自動車㈱ 

       M.38.11        52 周年 

井前 憲司君 井前工業㈱ 

       S.45.11        46 周年 

片山美智子君 環境機器㈱  

       S.48.11.1       43 周年 

伊藤 智秋君 ㈱エス・ジー 

       H.3.11.7        25 周年 

松尾  浩君 ㈱セラフィー 

        H.4.11.30       24 周年 

  

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎幹事報告 

・11月のロータリーレートは１＄＝102 円です。 

 

○社会奉仕委員会           石田 佳弘 

第 25回高槻シティーハーフマラソン大会のポイントス

タッフの派遣依頼が届いております。 

日 時：2017年 1月 22日（日） 

回覧を回しますので、ご協力の程よろしくお願いいた

します。 

 併せまして、まだランナーのお申し込みも受け付け

ておりますので、ご希望の方はホームページよりお申

込みください。 

 

◎卓話  私の履歴書 

       早川 博之君 

       白石 純一君 

          （※原稿は別添え） 

◎ニコニコ箱報告 
・ゲストの皆様、ご入会をお待ちしております。藤井君 
・本日、後藤さんよく来ていただきました。高槻 RCを宜 

しくお願いします。 
 凛の会 写真展みなさまありがとうございました。 

浜田君 
・つたない卓話で申し訳ありません。宜しくお願い致し
ます。                  早川君 

・服部様、大西様、後藤様、御入会お願い申し上げます。 
                      入谷君 
・大西様、後藤様、服部様ご入会を心よりお待ちしてお
ります!!                 河合君 

・写真展を観に来て下さって有難うございました。 
清水君 

・私の履歴書を聞いていただいてありがとうございます。 
                      白石君 
・21日の展示会にお越し頂き、大変ありがとうござい 

ました。皆様のおかげで盛会に終えられ安堵いたして 
おります。             事務局 濱田 

 

        本日の合計  ￥ 45,000- 

      7/1よりの累計  ￥ 910,000– 

 

◎R 財団への寄付 

  浜田 厚男君 ￥5,000- 河合 一人君 ￥5,000- 

 

        本日の合計   ￥ 10,000- 

      7/1よりの累計  ￥ 310,000- 

           一人当たり平均 ＄62.02 

◎米山奨学会への寄付 

  入谷 治夫君 ￥5,000- 白石 純一君 ￥5,000 

      本日の合計  ￥ 10,000- 

      7/1よりの累計  ￥ 202,500- 

        会員より  ￥ 80,000- 

        ｸﾗﾌﾞより  ￥ 122,500- 

          一人当たり平均 ￥4,133- 

 

 

 

◎会長の時間 

「シンガポールの経済戦略」 

先日、シンガポールで旧知の政府関係の友人と食事

をしながら、最近のシンガポールの経済情勢と、政府

の経済戦略について話しました。 

5 年ほど前の卓話で、日本のＧＤＰが 2009年に中国

に抜かれた時、あまり話題になっていませんでしたが、

１人当たりのＧＤＰでシンガポールに抜かれたことを

話しました。その時、双方とも 4万ドル前後でした。

2015年のデータでは、シンガポール 53 千ドル、日本

は 32 千ドルです。為替の影響を除いても、30パーセ

ント近く置いていかれました。何故、わずか 5年ほど

で、こんなに差がついてしまったのでしょうか。2009

年当時、その友人は、日本は夫婦共稼ぎは少ないがシ

ンガポールではほとんどが夫婦で働いている。実質、

日本の方が強いと謙虚な発言でした。今回は違いまし

た。日本の失われた 20年はあまりにも大きい。日本は

シンガポールの努力を見習ってほしいと、自信たっぷ

りでした。昔のように、東方つまり日本に学ぶという

ような態度は、微塵もありませんでした。 

20 年ほど前、シンガポールは伸び悩んでいました。

港湾事業で国の基礎づくりを果たしたものの、日本の

ような工業化の取り組みは成果を上げていませんでし

た。当時、彼らの考えた打開策はアウトソーシングで

した。自分たちの力は、数でも質でも 大国に太刀打ち

出来ません。したがって、金融、ＩＴ、医療関連に思

い切った優遇策を 設け、海外から資本と頭脳の導入を

図りました。金融では、多くの投資ファンドが進出し

ました。村上ファンドなどは、本社を移しました。Ｉ

Ｔでは勿論、インドの技術者を大量に入国させました。

医療では、海外の富裕層を対象とした、医療ツーリズ

ムに力を入れました。これらは、大きな成果を上げ国

力を飛躍的に高めたのです。 

では、これからはどのようなことを考えているので

しょうか。 

友人によりますと、先端産業の規制緩和により、人、

技術、金をさらに呼び込もうとしています。例えば、

自動運転タクシーの公道検証実験がすでに行われてい

ます。ドローンは、7ｋｇ以下であれば申請無しで飛ば

せます。金融面では、送金や決済などのコストを下げ

るフィンテックの規制は緩やかで、ビットコインなど

も普通に使われているようです。医療でも、高度医療

の実績を積むために、多くの医療機器メーカーが進出

してきているようです。人、技術、金を外部から呼び

込み、先端技術の頂点に立とうとしているのです。 

シンガポールのような小国と、日本のような大国で

は比べようがありません。しかし、日本の現状をみま

すと、観光政策や地方再生政策も悪くはありませんが、

国づくりを考える時、成功した土台にさらに有効な戦

略を積み上げていくような長期的で着実な手法を見習

うべきだと思いました。 

 

◎委員会報告 

○写真同好会より           清水 利男 

先日の凛の会の写真展には多くのご来場をいただきま

して、大変ありがとうございました。たくさんのお花、

お菓子もいただきましてお礼申し上げます。 

 

○クラブ研修委員会          清水 利男 

先だってご案内いたしましたが、第 2 回情報集会を開

催いたしますので、再度ご案内いたします。 

 日時：2016 年 11 月 16 日（水）例会後 

 場所：例会場 

※片山会員による「RC における自分が思う職業奉仕

とは」のお話を聞いていただいた後、各テーブルにて

討議を行っていただく予定です。 

多くのご参加をよろしくお願いいたします。 


