
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THE ROTARY CLUB OＦ TAKATSUKI 国際ロータリー 第２６６０地区 

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.ocn.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 浜田厚男 幹事 橋本憲治 クラブ運営委員長 馬渕晴彦 会報担当副委員長 藤田貴子 

１０月は経済と地域社会の発展月間 ／ 米山月間 

 
◎ ソング･･･四つのテスト 

◎ 卓 話･･･藤井 敏雄 君 

       「アジアの通貨危機と財務対応」 

◎ 例会前の行事 

 10 月度定例理事会  11 時より開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3092 回 本日（10/11）の例会 

（1/20）の例会 

 
◎ ソング・・・・R-O-T-A-R-Y 

◎ 9 月度皆出席表彰 

◎ 卓 話・・・・私の履歴書 

           後藤 光慧君 

         「IAC について」 

           小阪 大輔君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3093 回 次週（10/18）の例会 

No.14  2017 年 10 月 11 日発行 

 イアン H.S. ライズリー RI 会長 

 

 

ＲＯＴＡＲＹ：ＭＡＫＩＮＧ Ａ ＤＩＦＦＥＲＥＮＣＥ～ロータリー：変化をもたらす 

 

◎10/4 出席報告 

先週（10/4）の例会から 

◎ゲスト                       計 4 名 

 国際ロータリー第 2660 地区 2017-18 年度 

  ガバナー 片山 勉 様（大阪東 RC）プラスチック業 

  ガバナー補佐 近藤 眞道様（高槻西 RC）真言宗 

  地区代表幹事 塩谷 眞治様（大阪東 RC） 

  地区幹事   森  良夫様（大阪東 RC） 

  

高槻ロータリークラブ 
２０１７～２０１８ 

WEEKLY BULLETIN 

◎会長の時間   

 

今月は経済と地域社会の発展月間・米山月間です。 

公益財団法人ロータリー米山記念奨学会は、勉学・研

究のために日本に在留している私費外国人留学生に対

し、日本全国のロータリアンからの寄付金を財源に奨学

金を支給し支援する、民間の奨学財団です。将来母国と

日本との懸け橋となって国際社会で活躍する優秀な留

学生を奨学することを目的としています。 

優秀とは「（1）学業」に対する熱意や優秀性はもちろ

んのこと、「（2）異文化理解（3）コミュニケーション能

力」への意欲や能力に優れている点が含まれます。 

最近その優秀な留学生が中国や韓国の学生が多く、そ

の留学生の母国が、反日の動きがあり、米山に対しての

不信感 疑問など当クラブでも意見が出ています。 

そこで来月の 11／1の例会に元地区米山の委員長 

で千里ロータリークラブの古城会長に卓話にきていた

だく予定になっています。 

また皆さんと米山について考えていきたいと思いま

す。 

 

 

 

 

※10/18（水）11 時よりブキビンタン RC のメン
バーをお迎えして、プレ例会を開催します。 

会員数 出席者数 出席率 

54 名 47 名 88.68 ％ 

前々回例会補正後出席率 94.12 ％ 

但し、Mup 7 名  欠席者 3  名 

出席規定適用免除有資格者  3  名 
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◎幹事報告 

・摂津 RC、千里メイプル RC、吹田西 RC、吹田 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

ておりますので、ご覧ください。 

・地区より会員増強ポスター２種が届いております。    

後方テーブルに置いておりますので、各事業所に持ち

帰りロータリーPR にご活用ください。 

・10 月 2 日（月）よりガバナーエレクト業務開始の案

内が届いております。詳細は事務局へ確認ください。 

◎社会奉仕委員会           稲富 博文 

先週例会時にご案内いたしました「幼児虐待について

考えるオレンジゴスペルの夕べ」について、出演者が

決定いたしましたので、お手元に配布しております。 

インターネットでゴスペルの魅力を調べましたが、ゴ

スペルの歌の魅力が素晴らしい、曲を聞くと気持ち心

が落ち着くとされています。 

今回のゲスト ナンシージャクソンは 6 歳から歌い

始め、4オクターブの音域を持つボーカリストで有名

な方です。ご家族の皆様にもお声掛けいただきまし

て、お誘いあわせのうえ、多くのご参加をいただきた

いと思いますので、どうぞ宜しく御願いいたします。 

 【日 時】2017年 11月 5 日（日）18：00～ 

 【場 所】URGE高槻店 

 【会 費】￥6,000- 

 

◎国際奉仕委員会            伊藤 智秋 

 友好クラブ マレーシアブキビンタン RC が来日され

ます。先日より大阪のご案内のご協力をお願いしており

ますが、本日は寄付とプレ例会のご案内です。 

回覧を回しますので、寄付を頂ける方は金額を、プレ例

会に参加いただける方は〇印をご記入ください。 

宜しく御願いいたします。 

  【プレ例会】2017年 10 月 18日（水）11 時～ 

※ 12時 30分～通常例会を行います。 

 

 

◎ガバナー公式訪問 

   国際ロータリー第 2660 地区 2017-18 年度 

           ガバナー 片山 勉 様 

2017－18 年度 国際ロータリー会長 イアン・ライ
ズリー氏が掲げるＲＩテーマ 
「ＲＯＴＡＲＹ：  

ＭＡＫＩＮＧ Ａ ＤＩＦＦＥＲＥＮＣＥ」 
ロータリー:変化をもたらす 

 
 「世界には 120万人の会員がおり、その一人一人が独
自の目標と優先を掲げ、独自の解釈でロータリーを理解
しています。ロータリーにとって重要なことは、「どの
ような団体か」ではなく「何をしているか」です。過去
112年間に、ロータリーは徐々に成長し、成熟し、会員
と地域社会の変わりゆくニーズに対応しながら大きく
変わってきましたが、根底にあるものは変わりません。
それは、奉仕を通じて地域社会と世界に変化をもたらし
たいという願いであり、ロータリーはそれを実現できる
人が集まった組織であるということです。 
 ロータリアンは、どのような奉仕の方法を選んでも、
奉仕を通じて人々の人生に変化をもたらすことができ
ます。各ロータリークラブが、それぞれ独自の奉仕の方
法を選択することが重要であり、それが今年度のテーマ
です。」 
 
ＲＩ第 2660地区ガバナー方針 
 ガバナー方針は、このＲＩ会長テーマをうけて『個性
を活かし、参加しよう』と決めました。これはロータリ
ーの基本理念と奉仕活動の充実と実践を表しています。 
 
具体的目標 

① 基本理念と奉仕活動の実践 
② 戦略計画（将来構想）の推進 
③ 公益財団法人ロータリー米山記念奨学会財団設

立 50 周年 

◎委員会報告 

・IAC クリーンハイクの報告        藤井 敏雄 
 10月1日（日）高槻高校IAC生徒15名、顧問、ロータリ
アン9名、総勢30名程でクリーンハイクに参加してま
いりました。高槻高校→高槻市駅→野見神社→ 
城跡公園→芥川桜堤公園→高槻高校までのルートで
ゴミ袋 10 袋になりました。今後も毎年、活動を継続
されるということですので、皆さんもまたご参加頂け
ればと思います。 
 再来年、当クラブがホストクラブとなり、IAC 海外
研修の担当になっています。その際にはご協力くださ
いますようお願いいたします。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    

 



   

 

◎ニコニコ箱報告 

・誕生記念内祝 飯島君（ダブルのお祝いありがとうございます。） 

・結婚記念内祝 飯島君、坂野君、石田君(片山ガバナー及 

び役員の皆様、お疲れ様です。)、河合君、 
香西君、小山君、松下(浩)君（お祝い頂 

きありがとうご座居ました）、西澤君（ありが 

とうございました）、上村君、 
・入会記念内祝 伊藤君（片山ガバナー、塩谷代表幹事、近藤 

ガバナー補佐、森幹事ようこそお越し下さいま 

した）、 

松尾君（片山ガバナー塩谷代表幹事、本日はガ 

バナー公式訪問ありがとうございました） 

・創業記念内祝  深野君、浜田君、本多君、稲富君、 

石田君、川面君 

・片山ガバナー公式訪問ありがとうございます。朝倉君 

・片山ガバナーをお迎えして。        藤井君 

・おかげさまで、にっくき巨人を破り聖地甲子園で迎え 

ることが出来ました。次は赤ヘル待っとけよ。古川君 

・片山ガバナー、塩谷代表幹事、森幹事、近藤ガバナー 

補佐、本日はありがとうございます。    浜田君 

・片山ガバナー、塩谷代表幹事、森幹事、近藤ガバナー 

補佐、ご訪問誠に有難うございました。   橋本君 

・鑑味会の多数の出席、感謝、感謝。     生駒君 

・10/1のクリーンハイクに参加頂いた山口、朝倉、藤井、 

藤田、入谷、坂野、大木、松下（浩）さん、ありがと 

うございました。             小阪君 

・家族に少しうれしい事がありまして!!    西田君 

・片山ガバナー公式訪問ありがとうございます。大木君 

 

         本日の合計  ￥135,000- 
       7/1 よりの累計  ￥826,000- 

  

◎R 財団への寄付 
 朝倉 通憲君 ￥5,000- 藤井 敏雄君 ￥5,000- 
 石田 佳弘君 ￥5,000- 伊藤 智秋君 ￥5,000- 
 河合 一人君 ￥5,000- 川面 智義君 ￥5,000- 
 香西 徳治君 ￥5,000- 松尾 浩 君 ￥5,000- 

丸山 俊郎君 ￥20,000- 西田 直弘君 ￥10,000- 
 山口 誠 君 ￥5,000-  

 

          本日の合計  ￥  75,000- 
       7/1 よりの累計  ￥385,000- 
           一人当たり平均 ＄67.40 

◎米山奨学会への寄付 

坂野 信一君 ￥5,000- 橋本 憲治君 ￥5,000- 
生駒 俊雄君 ￥5,000- 井前 憲司君 ￥10,000- 
西田 直弘君 ￥10,000- 

 
         本日の合計 ￥ 35,000- 
       7/1 よりの累計 ￥222,500- 
           会員より ￥ 95,000- 
           ｸﾗﾌﾞより ￥ 127,500- 
           一人当たり平均 ￥4,363- 

 

 

 

 

④ポリオ撲滅 
⑤公共イメージ向上 

 
 ロータリーの基本理念である「奉仕の理念」の根幹
は、親睦と職業奉仕です。ロータリーはリーダーシッ
プと人材育成の場であり、若い世代には人生が変わる
機会であり、中堅世代には自己啓発の機会、年長世代
には次の世代に伝える機会があるでしょう。 
そして、ロータリーの奉仕活動は、年齢・性別・職業
を異にする多様な会員が、各自の特性に応じて参加す
ることに意味があります。例えば、若い世代は行動力、
テクノロジー、情報力を活かし、中堅世代は知識、企
画力、熱意を活かし、年長世代は経験、人脈、資金、
時間を活かして、それぞれロータリーの奉仕活動に参
加することができます。各ロータリークラブは、「魅
力ある・元気のある・個性のある」クラブを目指して
戦略計画（将来構想）を立案・推進してください。 
また、地域の特性やニーズに応じた奉仕活動を重点

的に継続し、進化させ、ロータリーとは何か、何をし
ている団体なのかを地域社会に理解してもらうよう
努めて下さい。 
 

 今年度 ＲＩ会長がロータリーの奉仕活動について
繰り返し述べていることは「成果の見える化」と「成
果の持続可能性」です。 
 ロータリアン・ロータリークラブの特性（個性）に
応じた奉仕活動を行ううえで、この２点を考慮し、必
要な手段と手続きをロータリーの主権者であるクラ
ブが自主的に判断し、自らの責任において行動するこ
とです。 
 

  年次寄付年間目標 
① ロータリー財団 年次寄付 １名あたり＄150． 
② ポリオ撲滅        １名あたり＄50． 
③ ベネファクター      各クラブ １名 
④ 米山         １名あたり 30,000円 
⑤ 会員増強       各クラブ  純増 2名 
⑥ マイロータリー登録率       50％以上 

 
ロータリアン・クラブが光り輝き、皆様のご活躍が

心にのこる１年になりますことを願います。 

 

 

 

 

      

10/4 卓上花 

アルストロメリア 

  （未来への憧れ） 

ハラン 

  （強い意志） 


