
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

１１月はロータリー財団月間 

 
 
◎ ソング･･･日も風も星も 

◎ 10 月度皆出席表彰 

◎ 卓 話 

長井 正樹君 

   「障がい者就労継続支援 A型事業所について」 

 上村 富美男君 
 「最近の身近な気づき」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3097 回 本日（11/15）の例会 

（1/20）の例会 

 
◎ ソング････ 我等の生業 

◎ 地区大会報告 

◎ 卓 話････ 山口 誠 君 

          「健康のコスト」 

         

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3098 回 次週（11/22）の例会 

No.19  2017 年 11 月 15 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 

 

会員数 出席者数 出席率 

  54 名   45 名  86.54 ％ 

前々回例会補正後出席率  100 ％ 

但し、 Mup 8 名   欠席者 0 名 

出席規定適用免除有資格者  5  名 

 

 

 

 

 

◎11/8 出席報告 

先週（11/8）の例会から 

◎ビジター・ゲスト           計 0 名 

 

  

高槻ロータリークラブ 
２０１７～２０１８ 

WEEKLY BULLETIN 

◎会長の時間   
先週の千里 RC 古城会長の米山のお話、皆さんいかがで

したでしょうか？ 少しはいろんなモヤモヤが吹き飛んだ
でしょうか？ 将来のファンを作っていくのが我々の仕事
というのがとても印象的でした。 

11／5にインターアクトの総会に朝から出席いたしまし
た。9組のインターアクターたちが集まって報告や講演会、
グループワークを行い、活発な意見交換をしていました。
この若い人たちがやがてロータリアンになればすばらし
いと思いました。 
米山の奨学生やインターアクトの学生たちを支援して

いくのも我々の重要な活動だと思いました。 
又 5日の夜には「児童虐待について考えるオレンジゴス

ペルの夕べ」が盛大に開催されました。ゴスペルシンガー
のナンシーさんのすばらしいゴスペルを聴き感動しまし
た。  

彼女のスピーチで MAKING A DIFERENCE という言
葉が数回出てきました。 自分が行動し変革をもたらすと
いうことだと理解いたしました。 

米山の活動、インターアクターたちの活動、オレンジゴ
スペルの活動、私たちも、一人一人がロータリーを通じて
行動し、変革をもたらしていきたいと思います。 

 

 

 

※ 11/29 は定款による休会です 

米山功労者表彰 

 

  生駒 俊雄 君  第 7 回米山功労者 

  西田 直弘 君  第 6 回米山功労者 

10 月度皆出席表彰 

 

  山口 誠  君  通算 20 年 

  内本 繁  君  連続  5 年 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◎幹事報告 

特にございません。 

◎卓話「女性会員とその歴史とあゆみ」 

        片山 美智子 
来年度は高槻 RCも創立 65周年を迎えます。その記念

すべき年度に初の伊藤女性会長が誕生します。当クラブ
の女性会員最古参の私にとりましてはとても嬉しい事
と同時に大きな責任を果たせた思いで一杯です。 
現在当クラブの女性会員は 7 名です。私にとりまして

は長い道のりでした。2000年入会以来男性会員の中で 1
人の様な時代も結構長くくじけそうになった時もあり
ました。そのような時いつもある先輩ロータリアンから
「今あんたが頑張らないと女性会員は続かない」と𠮟咤
激励され続けました。そのお陰で優秀な方たちが入会さ
れ活発に活躍され初の女性会長誕生につながりました。
改めてロータリークラブに於ける女性会員誕生の歴史
を振り返って見ました。 
1905 年創立以来永年男性社会であったロータリーク

ラブに女性会員が登場するには長い年月と大変な努力
が必要でした。先ず 1956 年インド RC に始まり 1964 年
スリランカ RC 1972年米国 RCが女性の入会を認める製
定案を提出しましたがいずれも規定審議会で否定され
ています。ついに強行手段として 1977 年カリフォルニ
ア州デュアアルテ RC が定款に真っ向から違反して 3 名
の女性会員を入会させたため同クラブは RI から認証状
取り消し処分を受けその後長い法廷闘争に入りました。
その 10 年後やっと 1987 年連邦最高裁は RC は性別を理
由に女性会員を拒否できないという判決を下しました。
その判決を踏まえ 1989年規定審議会は RC会員は男性に
限るとする RI 定款の文章を削除することを可決しまし
た。女性がやっと正式に世界中のロータリークラブで入
会が認められたのです。その１年後の 1990 年には早く
も全世界の女性会員は２万人を超えました。2007年には 

 

◎委員会報告 

〇社会奉仕委員会            稲富 博文 
・一般社団法人子ども被災者支援基金を支援し、「12 人
の絵本作家が描くおうえんカレンダー2018」の購入依
頼が届いています。１部￥1,000-にて販売いたしま
す。回覧を回しますので、御協力よろしくお願いいた
します 

・11月 5日（日）オレンジゴスペルにご参加頂きまして
大変ありがとうございました。オレンジリボンも総数
60 個が完売しました（うち 35 個は当クラブ購入）。ま
た当日受付にて設置の募金箱に￥53,600-が集まりま
した。 

諸経費をのぞいて約￥124,000-をオレンジゴスペ
ルへ寄付できることとなりましたこと、改めてご報告
並びにお礼申し上げます。 
 

〇青少年奉仕委員会           小阪 大輔 
11月 5日（日）IAC年次大会が開催されました。 

 この年次大会は IACの地区大会のような位置づけのも
のです。今年は浜田会長、内本副委員長、私の 3名の
参加でしたが、来年からは皆様にももっと参加をいた
だきたいと思います。ご協力よろしくお願い致します。 

 
〇クラブ研修委員会           朝倉 通憲 
 次週 15日例会後に第 2回情報集会を開催いたします。 
 パネルディスカッション形式にて 5名のパネラーとと
もに討論していただきます。テーマは「ロータリーの
親睦について」です。多くの会員のご参加をお待ちし
ております。 

63 名の女性が地区ガバナーに就任しました。2010 年には
女性会員の総数は 19 万 9000 名に達しています。地区ガ
バナーに就任する女性会員も増加 2012年初めて女性RI
財務長が誕生 年を追うごとに女性会員の活動が活発に
なってきました。 
一方高槻 RC では 1989 年正式に女性の入会が認められ

てから 10年も立たずに近隣 RC に先んじて女性に門戸を 
開いてくださいました。長い伝統と歴史を守りつつ新し
い風を呼び込む度量の大きさに誇りを感じました。 
その様な状況下にロータリーについて何も知識のない

私が入会してしまったのです。その当時のクラブはとて
も威厳のある方々が多く例会出席は大変緊張しました。
ここで私は何が出来るのか考えさせられました。 
先人たちの30年以上の年月をかけての努力の結果やっ

と女性が正式に RC の入会が認められたのです。その苦労
に報いるため性別に関係なく１人のロータリアンとして
成長する努力と同時に優秀な人材の確保に努めねばなら
ないと痛感いたします。 
来年度当クラブの女性会長誕生をきっかけに近い将来

当クラブの女性会員からガバナー誕生も夢でない時代が
きっと来ると信じています。皆さんよろしくお願いしま
す。 

 

◎卓話   「色彩ってなに？」 

                   西本 恵美子 
 本日は貴重な卓話の時間を頂きありがとうございま
す。また片山さんのお時間まで頂戴致しまして感謝申し
上げます。 
 専門学校に入学する一番の目的は「資格を取得するた
め」と言っても過言でないくらい学生達は自分の将来に
必要な資格を取得し、「自信」を持って就職活動を行って
おります。 
 この「自信」とは「自分を信じる」と書きますが、「自
分を信じられない者は、まして他人から信じてもらえる
訳がない｡」と言うことを学生達はよく理解している様で
す。 
 私共の専門学校では 技術検定、パターンメーキング
検定、ファッションビジネス検定、色彩検定、教員資格
検定 などの取得対策を行い 100％合格を目指しており
ます。 
 本日の卓話は「色彩ってなに？」というテーマですの
で、色彩検定についてお話させて頂きたいと思います。 
 色彩検定は服飾専門学校だけでなく、料理・製菓など
の調理系、ヘア・メイクなどの美容系、インテリア雑貨
系、写真技術系、アニメ系などの各専門学校で実施して
います。 
 また大学の就職課でも、またアパレル企業、インテリ
ア企業、化粧品企業などでも社内研修として取組みをさ
れています。 
 私共の専門学校においてもほぼ 100％の学生が色彩検
定の取得を就職活動の一助としておりますところ、前理
事長の告別式と色彩検定の日が重なりましたので、学生
や学校関係の皆様には後日学内葬を行い参列していただ
きました。 
 ここで、ＣＭになってしまいますが色彩検定の団体受
験や、20 名以上になりますと色彩検定受験対策出張講座
もたまわりますので宜しくお願い致します。 
 では色彩検定のＣＭのために制作しましたＤＶＤです
が、本日の卓話のテーマの「色彩ってなに？」と言うこ
とがコンパクトにまとまっておりますので、ご覧頂きた
いと思います。 
 最後の「イロドリガール」という 4 コマは、学生達が
卒業生にアポをとって取材し制作した作品です。 

DⅥ〕の内容 
 Chapterl罰色彩検定ってなに？ 
 Chapter2：色って面白い！ 
 Chapter3：取得者インタビュー 
 Chapter4：団体受験の取り組み 
 「イロドリガール」 

御清聴ありがとうございました。 
 
 



   

 

 

 

 
◎ニコニコ箱報告 

・創業記念内祝   伊藤君 

・社会奉仕委員会オレンジゴスペルありがとうございま 

した。 

藤松さん、初ＳＡＡお疲れ様でした。    浜田君 

・卓話を聴いて頂いて。           片山君 

・文化の日、高槻市から篤行賞（とうこうしょう）を受 

賞しまして。               倉本君 

・貴重な卓話の時間を頂きありがとうございます。片山 

さん、ＳＡＡの大木さん、藤松さん御協力ありがとう

ございます。               西本君 

 

         本日の合計 ￥  25,000- 
       7/1 よりの累計 ￥ 1,099,000- 

  

◎R 財団への寄付 

 浜田 厚男君 ￥5,000- 橋本 憲治君 ￥5,000- 

 伊藤 智秋君 ￥5,000- 片山美智子君 ￥5,000- 

 倉本 進 君 ￥5,000- 丸山 俊郎君 ￥10,000- 

 西本恵美子君 ￥5,000- 

 

         本日の合計  ￥ 40,000- 
       7/1 よりの累計  ￥ 510,000- 

           一人当たり平均 ＄87.72 

◎米山奨学会への寄付 

 井前 憲司君 ￥50,000-  

 （古城さんにインスパイアされました） 

 
          本日の合計  ￥ 50,000- 
       7/1 よりの累計  ￥ 327,500- 
         会員より ￥200,000- 
         ｸﾗﾌﾞより ￥127,500- 

           一人当たり平均 ￥6,422- 

 

 

 

 

◎例会後の行事 

〇指名委員会  例会後（於：事務局） 

〇未来塾総会  18：30～高槻現代劇場 205 号室 

  

 

11/8 卓上花 

 

ガーベラ 

（究極美） 

かすみ草 

（夢心地） 

デルフィニューム 

（清明） 

 

◎11 月 5 日（日）18：00 より URGE 高槻店にて、高
槻３RC 「児童虐待について考えるオレンジゴスペル
の夕べ」が開催されました。 

総勢 55 名が参加し、オレンジゴスペルプロデュー
サーの打木希瑶子氏をはじめナンシー・ジャクソン・
ジョンソン氏らによる迫力のあるコンサートに感動
し、盛会に終える事ができました。 

 

 

 

  


