
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 
 

      ガバナー補佐 訪問 

 

◎ ソング････四つのテスト 

◎ 各委員会委員長抱負、活動計画発表 

◎ 例会後の行事 

    2015-2016 年度 決算理事会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3035 回 本日（7/13）の例会

（1/20）の例会 

 

◎ ソング････それでこそロータリー 

◎ 6 月度皆出席表彰 

◎ 卓話  スピーカー･･･長井 正樹君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3036 回 次週（7/20）の例会

3014 回次週（1/27）の例会 

No.2  2016 年 7 月 13 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 

  50 名   42 名  89.36 ％ 

前々回例会補正後出席率  95.56  ％ 

但し、 Mup 6 名   欠席者 2 名 

出席規定摘用免除有資格者   5  名 

 

 

 

 

 

◎出席報告 

先週（7/6）の例会から 

◎ゲスト              計 4 名 

 高槻東ＲＣ 会長 齊藤昇男様（板硝子工事） 

幹事 浜田篤介様（廃棄物処理業） 

 高槻西ＲＣ 会長 近藤眞道様（天台宗） 

       幹事 下園大介様（紙器業） 

◎会長の時間   

「潮目が変わる」 

 今回の規定審議会での決定事項を読みますと、ロータリ

ーの潮目が変わったのではないかと感じました。皆さんも

そうではなかったでしょうか。 

前回の規定審議会でも、少しそのような動きがありまし

た。職業経験のない主婦にも入会資格を与えるなど、その

一例です。しかし、今回の規定審議会では、その様な入会

資格に関する反対提案はすべて封じられ、例会の柔軟な運

用、入会金を徴収しなくてもよい等入会条件が著しく緩和

されました。また、インターネット例会が可能になるなど、

IT 化がますます推進されることになります。 

ロータリーと比較は出来ませんが、１００年以上の歴史

を持つ世界的な組織としてオリンピックがあります。ご承

知のように１９８０年代にプロアマの壁を取り払い、大き

く商業主義に舵を切りました。 

それからは、スポーツイべントとしては、唯一、最高の

祭典として発展しました。しかし、商業主義の弊害や、 

 

 

      ロータリー財団表彰 

   朝倉 通憲君 

     第１回 ポールハリスフェロー 

   羽根田茂子君 

     第１回 ポールハリスフェロー 

   石田 佳弘君 

     ポールハリスフェロー 

◎会長・幹事バッジ交換 

※ 7/27 第１回情報集会 兼 新入会員歓迎会 

 

米山功労者表彰 

    生駒 俊雄君 第 6 回マルチプル 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       

  

 

 

◎幹事報告 

・7 月のロータリーレートは１＄＝102 円です。 

・近隣 23 クラブより例会変更・休会の連絡が届いて

おります。メーキャップをされる時は事務局にご確

認ください。 

・米山奨学生 関西学友会より冊子が届いておりま

す。後方テーブルに置いておりますので、ご覧くだ

さい。 

・高槻東ＲＣより、前年度会長エレクト橋本光司様の

ご急逝に伴い、臨時総会にて齋藤昇男様が

2016-2017 年度会長に選任された旨のお知らせが

届いております。 

す。ロータリー財団は、100 周年を迎えます。ポリオ

の撲滅もあと少しです。 

この様な時、あらためてロータリーの礎であり存在理

由となってきた人類への奉仕を積極的に実践していこ

うということです。ポールハリスは「個人の努力は個々

のニーズに向けることができる。しかし、大勢の努力

の結集は人類奉仕に捧げなければならず、結集された

努力に限界はない。」と綴っています。人類が平和で幸

福な生活を営める世界を目指して努力を怠ってはなら

ないとのメッセージです。 

 そして、2660 地区の松本進也ガバナーは、そのテー 

マを“The ideal of service”「ロータリーの根幹

精神」とされました。人は、「個人と幸せな人生を求め

て行動するのは当然ですが、同時に人は、周囲の人々

や社会の恩恵なくしては生きてゆけません。我々は社

会から還元していく社会的責務があります。」 

何故、私たちには奉仕することが重要なのか深く考え

実践してほしいということです。 

そのうえで、次の具体的な目標を定められました。 

 １、The Ideal of Service の基本理念の周知と

実践 

 ２、ガバナー月信のペーパーレス化による ITの 

促進 

 ３、ロータリー財団 100周年、ポリオの撲滅 

 ４、戦略計画 

 ５、ＩＭ再編成 

次に我々高槻ロータリークラブの基本方針を述べてい

きたいと思います。 

ここ数年、我々、高槻ロータリークラブの活動は充実

してきたと実感しています。60 周年記念を始めとし

て、その記念事業である「青少年リーダーシップの育

成」「中長期ビジョンの作成」「いのちキラキラ事業の

定着化」「インターアクトの設立」そして、他クラブが

会員減少に苦しむ中、50 名の会員を常に維持してお

り、こうした努力は、将来、当クラブを大きく飛躍さ

せる時が来ると思います。しかし、そのためには、い

ろんな課題を克服してかねばなりません。 

私は、この機に会長の任を得まして、まずは、この１

年を「将来の飛躍のための基礎づくりの年」にしたい

と思います。具体的に取組む課題は次の４つです。 

（１）中長期ビジョンに沿った事業運営を行う 

（２）長期財務戦略を検討し、提案する 

（３）会員数 60名を目標として増強に継続的に 

  取り組む 

（４）ＩＴをクラブ運営に取り入れる 

次に、事業（プロジェクト）への取り組みですが、既

存の事業の継続的推進に加え、次の２つを重点的に推

進していきます。 

（１）国際プロジェクトの実現 

   現在進めていますブキビンタンＲＣとの「デン 

 グ熱撲滅キャンペーン」を成功させ、将来の国

際プロジェクトのモデルケースにしたいと考

えます。 

（２）職業奉仕のあり方について 

  今まで、工場見学、出前授業、従業員表彰を中心

に行ってまいりました。私は他の奉仕クラブと違

って、職業奉仕をベースとしたロータリークラブ

の特徴を生かすべき活動はないのかと考えてまい

りました。議論の輪を広げ、新しい取組みを指向

していきます。 

 

◎委員会報告 

〇青少年奉仕委員会          内本 繁 

 地区より秋のライラの案内が届いております。 

 ご参加いただける方は回覧を回しますので、よろし

くお願いいたします。 

 ホスト 大阪アーバンロータリークラブ 

 日 程 2016 年 10 月 8 日（土）～10 日（月・祝） 

 研修場所 奈良県 明日香地区研修所 

 定 員 40 名 

新会員のご紹介 

氏  名 上村 富美男 

生年月日 1963 年 7 月 9 日 

勤 務 先 ㈱生命誌研究館 

 

自宅住所   〒601-1433 

        京都市伏見区石田大山町 57-37 

 職業分類   生命誌研究 

 推薦者    西田直弘・池内隆博 

 趣 味    スポーツ（今はもっぱら鑑賞） 

 好きな言葉  信頼、感謝 

 又は生活信条 

特に、ドーピング問題からくるモラルの低下など、払

った代償も計り知れないものがあります。 

私たちロータリーも、時代の変化を見て取って、変

革を起こしていかねばなりません。  

しかし、このような大きな潮目を迎えた時、その背

景や変化の本質をよく見極めて行動する必要があると

思います。 

この一年間、より良いロータリーを目指して、皆さん

とよく議論し行動していきたいと思います。 

皆さん、よろしくお願いいたします。 

 

◎会長就任挨拶           藤井 敏雄 

本年、63 代目となる会長職を務めることになりまし

た。この数字を見るにつけ、多くの先輩が情熱を注い

で築き上げてこられた高槻ロータリークラブの歴史

の重みを感じ身の引き締まる思いです。 

 さて、本年度の RI 会長ジョン・ジャーム氏のテー

マは、“Rotry Serving Humanity”「人類に奉仕する

ロータリー」です。今、世界は、いろいろな意味で 

歴史的な節目を迎えています。ロータリーも同じで 



 

◎ニコニコ箱報告 

・誕生記念内祝 古川君、入谷君、上村君、 

長山君（ありがとうございます。） 

・結婚記念内祝 稲富君、 

・入会記念内祝 稲富君、大木君、藤松君 
        藤田（貴）君（今後ともよろしくお願いします 
        長山君 

（ありがとうございます。6周年となりました。 

これからもよろしくお願いします。） 

   上村君（入会させていただき有難うございます。 

又、誕生祝もありがとうございます。 

本日よりよろしくお願いいたします。） 

           内本君（藤井会長はじめ新役員の皆様、1年間 

                よろしくお願いいたします。）  
・皆出席内祝   仲田君（皆勤賞に近いで賞を頂きありがとうご

ざいました。） 

・創業記念内祝   前内君、大木君、内本君、 

西本君（創業記念お祝いありがとうございます） 

・藤井年度の門出をお祝いして。       朝倉君 

・これから 1 年務めさせていただきます。どうかよろし 

くご指導下さい。             藤井君 

・藤井会長はじめ新役員の皆様１年間お世話になりま 

す。                  羽根田君                      

・上村様、ご入会おめでとうございます。   池内君 

・この一年間幹事を務めさせていただきます。どうかよ 

ろしくお願いいたします。         入谷君 

・朝倉前会長お疲れ様でした。藤井新会長、今年度宜し 

くお願い致します。            石田君 

・藤井会長、入谷幹事、古川ＳＡＡ、高槻ロータリーク 

ラブの皆様、新年度おめでとうございます。 伊藤君 

・藤井会長、入谷幹事はじめ理事役員の皆様、１年間お 

世話をおかけしますが宜しくお願い致します。河合君 

・藤井会長及び役員理事の皆さんよろしく。朝倉前会長 

及び役員理事の皆さんご苦労様でした。   川畑君 

・前会長・幹事１年間ご苦労様でした。感謝!! 前内君 

・朝倉前会長お世話になりました。ありがとうございま 

した。藤井新会長よろしくお願いいたします。仲田君 

・藤井会長はじめ役員の皆様１年間よろしく。 西田君 

・上村様の入会を記念して。         西田君 

・藤井新会長、入谷新幹事、他役員の皆様これからの１ 

年がんばってください。          清水君 

 

        本日の合計  ￥ 155,000 - 

      

◎R 財団への寄付 

 朝倉 通憲君 ￥5,000- 藤田 貴子君 ￥5,000- 

 羽根田茂子君 ￥5,000- 川畑 孝彦君 ￥5,000- 

 石田 佳弘君 ￥5,000- 伊藤 智秋君 ￥5,000- 
 岩井 祐造君 ￥10,000-（藤井会長はじめ理事役員の皆様この 

1年ご苦労様です。） 

 河合 一人君 ￥5,000- 小山 彰夫君 ￥5,000- 

 西田 直弘君 ￥5,000- 内本  繁君 ￥5,000- 

 

        本日の合計  ￥ 60,000- 

           一人当たり平均 ＄12.00 

◎米山奨学会への寄付 

 西田 直弘君 ￥5,000- 西本恵美子君 ￥5,000- 

 

        本日の合計  ￥ 10,000- 

           一人当たり平均 ￥204- 

 

 

 

◎幹事就任挨拶           入谷 治夫 

歴史と伝統ある高槻ロータリークラブの幹事を仰せ

つかり身の引き締まる思いです。今年で入会８年目を

迎え、ロータリー歴の浅い？私が幹事職を務めること

ができるか不安ですが、新しい職務を与えていただい

たことをチャンスと捉え、力不足ですが会員の皆様の

お力をお借りして精一杯やらせていただきます。 

ところで引き継ぎ事項の一つとして「ロータリークラ

ブの幹事とは」の心得の資料を頂きました。それによ

りますと、「ロータリークラブは社交クラブであり、

社交クラブというものは、会員各自が我が儘を十二分

に尊重される社会体であります。したがって、ロータ

リークラブには団結力がありません。あるものは、一

人ひとりの良質な主体性であります。 

したがって、ロータリークラブは、組織体としては、

非常に弱いのであります。」と記されていました。そ

こでこの弱い組織体を維持するためにはクラブ幹事

が、その弱さを一身に吸収できるだけの管理権限を持

っていなければならないとのことです。私自身のその

ような管理権限を持てるかどうか不安がありますが、

その精神を肝に銘じて幹事職を務めさせていただき

ます。 

そのようなことから、幹事として藤井会長のクラブ運

営方針による各委員会の活動を縁の下の力持ちの精

神で支え、また幹事としての決められた任務をこなす

ことは当然の事として、偶発的に発生する事柄につい

てはスピーディーに対処することが重要と考えてい

ます。 

またその判断基準は常に「四つのテスト」 

１． 真実かどうか 

２． みんなに公平か 

３． 好意と友情を深めるか 

４． みんなのためになるかどうか 

に照らし合わせることを忠実に守ります。 

何分不慣れではございますが、この一年皆様のロータ

リーライフが充実し、楽しく過ごしていただけるよう

少しでもお手伝い出来ればと思っています。皆様のご

協力、ご支援のお願いを申し上げまして簡単ですが、

幹事就任の挨拶とさせていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 これらを実践していくうえで会員の皆さんの積極

的な参加と協力をいただくことが重要であります。前

回の規定審議会において、定款の改訂にクラブ行事の

参加義務が盛り込まれています。さらに、ご家庭の皆

様にも行事への参加を呼びかけていきたいと思いま

す。必ずや、参加いただいた喜びが得られると思いま

す。そんな喜びの輪を、ご家族に、そして地域社会に

広げ、分かち合っていきたいと考えます。 

  「分かちあおう、参加する喜びを！！」 

 

◎例会後の行事 

 7 月度定例理事会 

             

   

 


