
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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･･･四つのテスト 

◎ 卓 話･･･片山 美智子 君 

       「女性会員とその歴史とあゆみ」 

       西本 恵美子 君 

   「色彩ってなに？」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3096 回 本日（11/8）の例会 

（1/20）の例会 

 
◎ ソング・・・・日も風も星も 

◎ 10 月度皆出席表彰 

◎ 卓 話・・・・長井 正樹 君 

         上村 富美男 君 

◎ 例会後の行事 

 第 2 回情報集会 （於：例会場） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3097 回 次週（11/15）の例会 

No.18   2017年 11月 8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   44 名  84.62 ％ 

前々回例会補正後出席率  94.12 ％ 

但し、 Mup 9 名   欠席者 3 名 

出席規定適用免除有資格者  3  名 

 

 

 

 

 

◎11/1 出席報告 

先週（11/1）の例会から 

◎ビジター・ゲスト           計 2 名 

 古城 紀雄様 （千里 RC） 教育 

 金子 薫 様 （千里 RC） 会計士 

  

高槻ロータリークラブ 
２０１７～２０１８ 

WEEKLY BULLETIN 

◎会長の時間   

 

今月はロータリー財団月間、5日から一週間世界イン
ターアクト週間となっています。 
毎年財団寄付金 米山寄付金と目標額を上げていま

す。ロータリー財団は早々と達成していますが、米山財
団は、なかなか難しくなっています。 
本日は千里 RC古城会長に米山のお話を伺ってより深

く理解をして目標を達成したいと思っています。 
会長の時間も 4 ヶ月経って本日が 17回目となりまし

た。毎週のことですからすぐ原稿ができるときとなかな
か思いつかないときもあります。 
しかしこんなことを 17回もしていると、会社での話や

ら各種会合での挨拶なんかは、楽にできるようになりま
した。やはり会長の時間はいいものですばらしいです。 
 
 

 

 

※ 11/10、11 は地区大会です 

※ 11/29 定款による休会 

 

◎11/1 卓上花 

赤バラ（愛情） 

オレンジバラ（信頼） 

玉シダ（愛らしさ） 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◎幹事報告 

・11 月のロータリーレートは１＄＝114 円です。 

・高槻商工会議所より 10 月 20 日に挙行された創立

70 周年記念式典に際してのお礼状が届いておりま

す。 

・ガバナー事務所よりポリオ啓発ポスターが届いてお

ります。後方テーブルに置いていますので、ご自由

にお持ち帰り頂いて事務所へ掲示くださいますよ

うお願いいたします。 

・地区大会 本会議終了後の懇親会を開催いたしま

す。回覧を回しますので、ご出欠の回答をお願いい

たします。 

 【日時】2017 年 11 月 11 日（土）17：30～ 

 【場所】はまぐり庵 吉祥別邸  

       阪急三番街 南館 B２F 

      http://hamagurian.jp/shop/hamaguri2/ 

 【会費】￥8,000-程度 

 

◎卓話  

「米山奨学事業の現状と新しい流れ  

～高槻ロータリークラブの皆々様～」 

           古城紀雄 

（千里 RC,地区米山奨学委員会直前委員長） 

 

平素は「米山奨学事業」に対して多大なるご支援、ご協

力を賜り誠にありがとうございます。またこの度は貴クラブでの

卓話の機会をいただき、誠にありがとうございました。 

本事業が米山梅吉翁の遺徳を偲びつつ、1954年にスター

トして 63年間が経ちました。この間、先輩ロータリアンの

方々の間断なき努力の結果として、今や日本のロータリア

ンがその理念を目に見える形で実践できる有用な事業と認

識されるようになっています。20,000人に達せんとする元

奨学生（米山学友）の中からはすでに 3人のガバナーが輩

出しており、また少なくとも 227人がロータリアンとなっ

ています。指定校からの奨学生候補者推薦制度、世話クラ

ブ・カウンセラー制度など、事業の骨格もその意義を十分

に発揮し、来年 2月には財団法人化 50周年の記念式典が挙

行されます。上述のように、この事業が、世界からの留学

生と心を交わし合い、遠い将来へ向けて世界平和を希求す

る息長い日本発のロータリー運動として、年々活発に展開

されつつありますことは同慶の至りと考えております。 

申すまでもなく、奨学生への支援は、ロータリアンの皆

さんから毎年いただく寄付を源泉としています。最近、当

地区では、おひとり 30,000円（普通寄付と特別寄付の合計）

をお願してきていますが、本年の片山 DGにおかれても PETS

及び地区研修協議会において、当地区での米山事業への寄

付について、「普通寄付と特別寄付の合計目標をひとり

30,000円とする」とのガバナー方針を明示されました。 

 この 63年間に本事業はいくつかの改変が行われていま

す。「救貧型」という初期の趣旨は 2000年頃に全国的な議

論を経て「ロータリアンと協働できる優秀な国際人材育成

型」になりました。加えて、「表彰制度」の改訂も行い、

さらに、最近では「多様な国々からの奨学生採用」に留意

し、海外からの直接応募も可能にするなどの新しい流れも

実施されてきています。また、従来「特別寄付者の割合」

については地区への奨学生配置数の算定に考慮されていま

せんでしたが、来年 4月からの地区配置から、この特別寄

付者割合も算定基礎データとして「新たに」考慮されるこ

とになりました。この「特別寄付者割合」につき当地区の

前年度実績をみますと 75%に留まり、残念ながら 25%の会員

におかれて特別寄付ゼロという状況でした。今年度も

30,000円の目標の達成とともに、より多くの会員から特別

寄付をお願する流れになっています。 

 資料によりますと高槻 RCにおかれては、残念ながら少な

くともここ５年間は連続して世話クラブとなっていただい

ていません。本年度よりは片山 DGの方針に呼応いたたき、

本事業にさらに前向きに取り組んでくだされば幸いです。

そして来年以降の近い将来に、採用留学生の世話クラブと

なり、会員が親しく交流することによって、貴クラブでの

ロータリー活動の幅をさらに拡げて頂ければ、と願ってい

ます。 

 

◎委員会報告 

〇社会奉仕委員会           稲富 博文 
  11月 5日（日）オレンジゴスペルが開催されます
が、オレンジリボン運動へご寄付をお願いしており
ます。￥1,000-以上ご寄付いただいた方にはバッジ
をお渡ししております。御協力いただきますようお
願いいたします。 

 
  高槻シティハーフマラソン ポイントスタッフ
協力依頼が届いています。御協力いただきますよう
お願いいたします。 

  【日程】2018年 1月 21 日（日）※雨天決行 
 
〇未来塾発足会            藤井 敏雄 

  11月 8日（水）18：30～高槻現代劇場 205号室に

て未来塾総会が開催されます。21 名の方が参加頂く

予定になっております。未来塾は学校側からの評判

もよく、大変興味を持っていただいておりますの

で、忌憚なき意見交換をし、実りある発会式にした

いと思っております。よろしくお願いいたします。 

 
〇青少年奉仕委員会          内本  繁 

  11月 5日を含む 1 週間は、世界インターアクト週

間です。本日配布されているＲの友誌Ｐ7～11 まで

インターアクトクラブ活動の特集記事が掲載され

ています。今後の我々の活動の参考になりますの

で、どうぞご一読ください。そして今後も活動にご

協力いただきますようお願いいたします。 

 

〇指名委員会について 

 例会前に開催された理事会にて指名委員会メンバ

ーが決定いたしましたので、ご報告いたします。 

  川畑会員、朝倉会員、藤井会員、 

浜田会員、伊藤会員 

 よろしくお願いいたします。 

 

http://hamagurian.jp/shop/hamaguri2/


   

 

 

  

◎ニコニコ箱報告 

・千里 RC 古城 紀雄様より 

・誕生記念内祝 浜田君、岩井君、川面君、 

西本君（いつの間にかこんな年になってしまい 

ました） 

・結婚記念内祝 浜田君、奥田君、田渕君、 

・入会記念内祝  光本君（これからもよろしくお願いいたしま 

す）、奥田君、 

・創業記念内祝   飯島君（開店 45周年永らくのお引き立てあり 

がとうございます。）、井前君、片山君、 

松尾君（古城様、本日はお忙しい中、すばら 

しい卓話ありがとうございました）、藤松君、 

・古城様、為になる卓話有難うございました。 橋本君 

・記念月お祝いの皆様、おめでとうございます!!河合君 

・古城様、卓話ありがとうございました。   大木君 

 
         本日の合計  ￥  88,000- 
       7/1 よりの累計  ￥1,074,000- 

  

◎R 財団への寄付 

生駒 俊雄君 ￥5,000- 井前 憲司君 ￥5,000- 

 岩井 祐造君 ￥5,000- 河合 一人君 ￥5,000- 

 川面 智義君 ￥5,000- 丸山 俊郎君 ￥10,000- 

 西本恵美子君 ￥5,000- 奥田 晴基君 ￥5,000- 

 山口 誠 君 ￥5,000-  

 

         本日の合計  ￥ 50,000- 
       7/1 よりの累計  ￥470,000- 

           一人当たり平均 ＄80.84 

 

◎米山奨学会への寄付 

 浜田 厚男君 ￥5,000-（本日は古城会長、ありがとうござい

ました。初米山を入れました。） 

 橋本 憲治君 ￥5,000- 生駒 俊雄君 ￥5,000- 

 石田 佳弘君 ￥10,000-（古城会長、卓話ありがとうござい

ます） 

 片山美智子君 ￥5,000- 松尾 浩 君 ￥5,000- 

 長山 正剛君 ￥5,000-（古城様、金子様、ありがとうござ

いました。米山奨学、勉強になり

ました） 

 奥田 晴基君 ￥5,000- 大木 城司君 ￥5,000- 

 

         本日の合計  ￥  50,000- 
       7/1 よりの累計  ￥277,500- 
         会員より ￥150,000- 
         ｸﾗﾌﾞより ￥127,500- 

           一人当たり平均 ￥5,441- 

 

 

 

 

 

◎例会前の行事  11 月度定例理事会 

2017～2018 年度 11 月度定例理事会議事録 

 

日時： 2017年 11月 1日（水） 11:00～11:50 
場所： 例会場 
出席者：浜田、井前、藤井、田渕(代理:深野)、大木、 

馬渕、河合、松下、伊藤(代理白石)、 
小阪(代理:内本)、川畑、橋本 

議 事 
１．前回議事録承認 
    異議なく承認された。 
 
２．10月度会計報告 
   ブキビンタン RC来日歓待 収支報告に、先方よ

りニコニコ箱へ 6 万円寄付を頂いていることを
追記することとし、承認した。 

 
３．クリスマス例会について 
   馬渕委員長、入谷副委員長で会場となるガーデ

ンシティクラブ大阪を下見した。 
   前年より参加費を下げる方向で調整し、参加人

数を増やしたい旨、報告があった。 
 
４．IMロータリーデー進捗状況報告 
   朝倉委員長よりメールにて PR 参考文の提示が

あり、各クラブの「わがクラブの一押しの奉仕活
動」のテーマと概略を提出していただく旨、お願
いすることになった。なお、各クラブへの PR 担
当者 2名 1組を決定した。 

   また IM 開催前に行われる「フレッシュロータ
リアン研修交流会」をアナウンスする旨、確認さ
れた。 

 
５、その他 
   高槻東 RC猪俣様に「いのちキラキラ食栽活動」

DVD作成に関する再見積を依頼したところ、予算
内（50 万円）の見積もりを頂戴し、特別会計よ
り支出する旨、承認した。 

 
   2018 年例会場変更の件、1/31 は梅の花、2/7

は桃谷楼で行う旨、承認した。 
 
   明氏へのお歳暮とクリスマス例会への招待の

件、例年通りとする旨、承認した。 
 
   小山社会奉仕委員長より休会届けが提出され、

これを受理し、稲富副委員長に委員長代行を依
頼する旨、承認した。 

 
   後藤さん依頼の「12 人の絵本作家が描くおう

えんカレンダー2108」を次週社会奉仕委員会から
紹介する旨、承認した。 

 
   藤井理事より本年度未来塾総会(11/8 開催)に

会員 21名が参加する旨、報告があった。 
 
   地区大会本会議後、17:30 からはまぐり庵吉祥

別邸にて懇親会を行う旨、報告があり、参加者を
募ることになった。 



 

 

 


