
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

◎ソング･･･四つのテスト 

◎卓話･･･スピーカー  山室 匡史 君 

     テーマ「離婚と子の連れ去り問題」 

◎例会後の行事 

     第１回被選理事会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3054 回 本日（12/14）の例会 

（  ）の例会 

 
移動例会 

              17：00～17：10 

◎ソング･･･我等の生業 

◎例会後の行事 

  忘年家族例会 17：15～20：00 

  於：インターコンチネンタルホテル大阪 

    ２F HINOKI 

    17：30～20：00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3055 回 次週（12/23）の例会 

No.21 2016年 12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 

52 名 47 名 92.00 ％ 

前々回例会補正後出席率  96.08  ％ 

但し、 Mup 5 名   欠席者 2 名 

出席規定摘用免除有資格者  1 名 

 

 

 

 

 

◎出席報告 

◎ゲスト・ビジター           計 0 名 

  

 

◎幹事報告 

・下期会費の請求書を各ポケットに入れておりますの
で、よろしくお願いいたします。 

・歳末たすけあい募金箱を回しますので、ご協力のほど
よろしくお願いいたします。 

・12/10地区大会に行かれる方は 11：30に JR 高槻駅 

 

先週（12/7）の例会から 

12月は疾病予防と治療月間 

◎会長の時間 

「疾病と治療月間」 
本日のテーマは、疾病と治療です。多くの補助金がこ

の分野に使われています。人工透析機の寄贈などが良い
例です。ガバナー月信 12月号に、興味ある例が載って
いましたので紹介いたします。 
ヒマラヤの登山家でロータリー会員の米国人、ジョー

ジ．バッシュが、ヒマラヤの多くの家屋では調理用コン
ロで火を使う時の煙害がひどいことを目の前にして、排
気装置付きで燃焼効率の良い調理器を寄贈することに
しました。1台 100＄で、2010年に 48台、今では 3,000
台を超えるようになっています。煙害が解消され人々は
健康を取り戻しています。ストーブを寄贈された人々
は、その喜びを学校の備品を寄贈する等奉仕活動でお返
ししています。それが社会の習慣となり、奉仕の輪が広
がっているそうです。 
日本でも一昔前まで、農家では囲炉裏を使っていまし

たので、他人事とは思えません。  
現場を歩いて知恵を絞れば、まだまだ援助すべきこと

が見つかると思いました。 
さて、奉仕活動に使われる補助金ですが、今年度は、

我々2660 地区では底をついたようです。各クラブ、海外
支援のコツを掴まれたようで、次年度はさらに厳しくな
りそうです。来週は、その補助金についてお話いたしま
す。 

※ 12/28 定款による休会 

※ 2017 年 1 月 4 日 定款による休会 

※ 2017 年 1 月 11 日（水）3RC 新年合同例会 

      12：30～ 山水館 

※ 12/21 → 12/23（金・祝）忘年家族例会 
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◎委員会報告 

○職業奉仕委員会           坂野 信一 
 11/30「洋食を楽しむ会」、イタリアンレストラン VIVO
にてイタリアンコースに合せてワイン 9種類とのマリ
ア―ジュ体験を開催いたしました。25名のご出席をい
ただきましてありがとうございました。来年「和食を
楽しむ会」を予定しておりますので、楽しみにご参加
頂ければと思っております。よろしくお願いいたしま
す。 
 

 
◎卓話 

   「人権・差別について」 

    深野 裕一君 

※ 資料は別添え 

改札前に集合ください。懇親会は 18：00～ヒルトンプ
ラザウエスト GINZA 蔵人にて開催しますので、ご参加
ください。よろしくお願いいたします。 

◎年次総会 

Ｓ Ａ Ａ 

   只今から 2016～2017 年度総会を開催します。 

幹 事 

   高槻ロータリークラブ細則第 3条１節及び第 5条 1 

節により、年次総会は毎年 12 月第 1 例会に開催し、 

次々年度の会長及び次年度の理事及び役員の候補 

者を指名委員会の指名に基づいて選挙を行うと定 

められています。 

     クラブ細則第 5 条 3 節により、定足数は会員総 

数の 3 分の 1 と定められており、本日の出席者は 

47 名ですので総会が成立していることを確認いた 

します。 

   それでは只今より 2016～2017 年度総会を開催 

いたします。クラブ細則第 4 条 1 節の定めにより 

議長は藤井会長ですのでよろしくお願いいたしま 

す。 

会 長 

     クラブ細則によりまして私が議長を務めさせて 

いただきます。議案１の「次々年度会長選出の件」 

ですが、指名委員会委員長の朝倉さんから報告して
もらいます。 

朝倉委員長 

   クラブ細則第 3 条第 1節の規定に基づき、去る 
11月 10日に指名委員の藤井会長、浜田エレクト、 
そして遡る 3代の元会長である川面会員、川畑会 
員、直前会長の私（朝倉）の 5名による指名委員 
会を開催しました。審議の結果、次々年度 2018年
～2019年度の会長候補者として、伊藤智秋会員を
全会一致で指名し、伊藤会員からも快諾をいただき
ましたので、皆様にお諮りいたします。ご承認くだ
さるようお願いします。併せて、後ほど浜田エレク
トから発表がありますが、次年度の役員・理事の候
補者についても指名されましたのでご承認くださ
るようお願いいたします。 

会 長 

     只今の朝倉指名委員長の説明のとおり、伊藤智 

秋さんが次々年度会長の候補者として指名されま 

した。ご異議なければ拍手をもってご承認お願いい
たします。 

    拍手多数により承認いただきました。よって、    

伊藤さんが次々年度の会長に当選されました。あ 

りがとうございました。 

     次に、議案 2 の「次年度理事・役員選出の件」 

ですが、候補者を浜田会長エレクトよりお願いしま
す。 

会長エレクト 

     次年度理事、役員の選出について報告いたしま 

す。（11 月 10 日開催の指名委員会で） 理事、役員
候補として指名された方は次のとおりです。 

  副会長：井前憲司、会長エレクト：伊藤智秋、幹事：
橋本憲治、会計：田渕謙二、ＳＡＡ：大木城司、 

 
 

理事：馬渕晴彦（クラブ運営）、同：河合一人（ク
ラブ組織）、同：朝倉通憲、（クラブ研修）、同：松
下喜八郎（職業奉仕）、同：小山彰夫（社会奉仕）、
同：伊藤智秋（国際奉仕）、同：小阪大輔（青少年
奉仕）、同：藤井敏雄（直前会長）、同：川畑孝彦
（無任所）の皆さんです。いずれもご承認くださ
るようお願いいたします。 

会 長 

   異議なければ拍手をもってご承認お願いします。
拍手多数により承認いただきました。 

   ありがとうございました。 

会長ノミニー  

あいさつ 

   

◎例会後の行事   12月度定例理事会 

    12 月度定例理事会議事録 

開催日 2016年 12月 7日(水)  

13:35～14:30 (於 例会場) 
出席者 藤井・入谷・朝倉・清水・片山・松尾・浜田・

伊藤・小阪・石田・内本・河合・古川・長山 
    オブザーバー：井前                                   

欠席者  小山 (敬称略) 

 

議 事  議長は藤井会長にて議事進行 

前回議事録確認     

    <異議なく承認されました> 

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会員増強についての件 
議長: 2月 15 日に二人三脚例会をもう一度やってみた

い。 
伊藤: 先回の二人三脚例会や増強活動を通じて、保留や

入会不可が明確化している。引き続き情報等をお
願いしたい。 

清水: JC・ロータリー・ライオンズなど会員の子弟には
アプローチしやすいので、その辺に目をかける。
ただ入会には長い時間がかかるので、長期ビジョ
ンに立つ必要があるのでは。 

浜田: 次回の二人三脚例会には知恵を絞って何人かで
もいいから、入会するかしないかは別にして人を
集めてくることが大切だと思う。 

清水: 絶えず情報交換しながら、みんなで声をかけてい
くことによって、前に進むのかもしれない。 

朝倉: 入会を拒んでいる方以外は、これからも引き続き
声がけしていくべき。 

議長: たとえ 4 年かかっても、入会を勧めましょう。 
議案③下期の課題の件 
議長：本年度も半年を過ぎ、下期の課題を考えたい。 
●インターアクトについて 
内本: 地区には 8つのインターアクトクラブがある。6

月に新入生歓迎会・8月に海外研修・年次大会・
スクラム(年間活動報告) という 4 つの大きな行    
事があり、高槻 RC は来年スクラムが担当として
回ってくる。2019年には海外研修が担当となり、 
行先や受入れ先等調整しなければいけない。 

議長: 未来塾開催時にインターアクトの皆さんも招待
してほしい。 

●未来塾について 

松尾: 未来塾日程は 1 月 22 日で順調に進んでいる。 



 

◎R 財団への寄付 

浜田 厚男君 ￥5,000- 生駒 俊雄君 ￥20,000- 

伊藤 智秋君 ￥5,000- 川畑 孝彦君 ￥ 5,000- 

倉本 進 君 ￥5,000- 山口 誠 君 ￥ 5,000- 

内本 繁 君 ￥5,000- 

 

        本日の合計  ￥  50,000- 

      7/1よりの累計  ￥ 480,000- 

           一人当たり平均 ＄92.41 

 

※皆様からご協力いただきましたポリオプラス寄付金 

￥345,000- は、12月 8日にお振込いたしました。 

 

◎米山記念奨学会への寄付 

藤田 貴子君 ￥5,000- 生駒 俊雄君 ￥20,000- 

 

       本日の合計   ￥ 25,000- 

      7/1よりの累計  ￥ 287,500- 

         会員より ￥165,000- 

         ｸﾗﾌﾞより ￥122,500- 

           一人当たり平均 ￥5,867- 

 

 

 

◎ニコニコ箱報告 
・誕生記念内祝 稲富君、伊藤君、松下君、藤松君 
・結婚記念内祝 小阪君、松下君、藤松君、 
・入会記念内祝 川畑君（14年目になりました）、 

西澤君（いつもありがとうございます。こ
れからも宜しくお願い致します） 

・創業記念内祝 藤田（貴）君（大阪歯科大学卒業生として）、 
倉本君、西澤君、篠原君、 
西田君（ありがとうご座居ました）、 
山室君（無事、事務所開設 1周年を迎えるこ 

とができました。ひとえに皆様の  
ご支援のおかげです。ありがとうご 
ざいます。） 

・伊藤さん、おめでとうございます。よろしくガンバ 
 ッてください。              藤井君 
・つたない卓話を聞いて頂きありがとうございました。                   

深野君 
・先週 11月 30 日職業奉仕常任委員会「洋食を楽しむ」 
を終えて。                坂野君 

・その他                   古川君 
・次々年度、理事役員の方、宜しくお願いします。 
                      浜田君 
・坂野様、先週のテイスティングの会ではお世話にな
りました。有難うございました。      山口君 

・ロータリー財団表彰をいただいて       内本君                       

 

        本日の合計  ￥  110,000- 

      7/1よりの累計  ￥ 1,240,000– 

 

 

 

●未来塾について 
松尾: 未来塾日程は 1 月 22 日で順調に進んでいる。 
河合: 現代劇場大ホール、13：00開場・13:30開演と

し府立高校７校と支援学校も含め 8 チームで、
１チーム 20 分の踊りとなる。プロの振付師の講
評を予定している。 

松尾: 詳細も今後続けて詰めていきます。 
議長: Tシャツのデザインが生徒の皆さんからきてい

る(提案の中から 15番を皆で認証した)。 
議長: 地区の補助金を未来塾のテーマを使ってやりた

くて各校長先生に相談したが難しかった。 
●RCBBについて 
議長: 補助金申請のブキビンタン RCから先住民への

支援事業(300万)の誘いがあり、地区へ問合せ
たがグローバル補助金は底を尽きたとの返事で
あった。補助金申請については浜田エレクトと
今後相談しテーマを見つけていきたい。 

●国際大会について 
入谷: 出席見込みの約 8名の方と打合せをしている。6

月 8日出発ニューヨーク 2泊・アトランタ 2 泊・
サンフランシスコ 2泊の 6泊で計画と見積中。 

議案④その他の件 
① 入谷幹事より、3RC 合同例会のバス送迎時間は

11:50 とし各クラブに案内を送りたい。  
 <異議なく承認されました> 

② 入谷幹事より、エレクトーン奏者さんに例年通り
5000円のお歳暮を贈る。          

 <異議なく承認されました> 
③ 入谷幹事より年末年始の事務局休局を 12月 28日

～1月 3日に。     
          <異議なく承認されました> 

 
報告事項 
① 議長より、古川会員の見舞金を支給する。 
② 議長より、藤田(芳)会員より退会届が出ている。

推薦者の松尾会員より留意をお願いしているが、
次月には結論。また口頭で前内会員より退会の話
があった、ドクターストップがかかっている模様。 

③ 議長より、地区委員に高槻 RC からは国際に伊藤会
員、職業奉仕に入谷会員を続けて、新たにインタ
ーアクトは小阪会員、社会奉仕は石田会員を推薦
した。 

④ クリスマス会について、例会費(会員一人当た
り)3000円をクリスマス会に充当する。  

 

 

 

 

 

 

 


