
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

１２月は疾病予防と治療月間 

 
◎ ソング････四つのテスト 

 ◎  卓 話  山口 誠 君 

        「 地球温暖化と健康 」 

 ◎ 例会後の行事 

    第１回被選理事会 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3100 回 本日（12/13）の例会 

（1/20）の例会 

 
移動例会 

17：30～17：45 

◎ ソング･･･我等の生業 

◎ 11 月度皆出席表彰 

 ◎  例会後の行事 

    忘年家族例会  17：45～20：00 

     於：ガーデンシティクラブ大阪 

        ハービスＯＳＡＫＡ６階 

          クラブハウス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3101 回 次週（12/23）の例会 

No.22  2017 年 12 月 13 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  98.08 ％ 

但し、 Mup 13 名   欠席者 1 名 

出席規定適用免除有資格者  2  名 

 

 

 

 

 

 

先週（12/6）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   
ロータリー手帳 

12 月になり、本屋さんやら文具屋さんに新しい手帳が
そろそろ並ぶ時期になってきました。 
私は数年前からロータリー手帳なるものを愛用してい

ます。別にロータリー愛からきているのではなく、これ
は非常に便利だから愛用しています。 
まずなんと言っても便利なのは 7月始まりの 6月終わ

りというロータリー年度になっています。一般的な手帳
みたいに 1月-12月になっている手帳はちょうど今頃 12
月、1 月という 1年中で１番忙しい時期の事柄を新旧に
書き写す手間をロータリー手帳はないので、スムーズに
年末、年始、年度末を記帳できます。 
また再来年 5月には年号が変わりますのでスムーズに

移行できます。 
会長になりこの手帳には月の初めに 12 月は疾病予防

と治療月間と記してあるので大変重宝しています。それ
とこの手帳に我がクラブが作った名簿がスッポリ入る大
きさなのです。 
１度皆さんも試しにこの手帳を使ってみて下さい。 

来年 4月頃発売です。 

 

 

 

※ 12/27 定款による休会 

※ 2018 年 1/3 は定款による休会 

※ 2018 年 1/11 3RC 新年合同例会 

18：30～（於：例会場） 

 
◎12/6 出席報告 

    

 

 12/6 花言葉 

ヒペカリム 

  きらめき 

スプレーカーネーション 

  純粋な愛情 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◎幹事報告 

・12 月のロータリーレートは１＄＝112 円です。 

・下期の会費請求書を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、御協力よろ

しくお願いいたします。 

・大阪堂島 RC より例会回数変更のお知らせが届いて

おりますので詳細は事務局へ確認してください。 

  【現 行】毎週月曜日 

  【2018 年 1 月より】第１及び第３月曜日 

  例会開催時間、会場に変更はございません。 

・春の RYLA セミナーの報告書がホストクラブ池田く

れは RC より届きましたので、後方テーブルに置い

ております。ご覧ください。 

・2016-2017 年度地区ローターアクト年次報告書・地

区年次大会報告書が届きましたので、後方テーブル

に置いております。ご覧ください。 

いいたします。 
会 長 
       只今の藤井指名委員長の説明のとおり、入谷治夫

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、 
入谷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、候補者を伊藤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 8 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：清水利男、会長エレクト：入谷治夫、幹 
    事:石田佳弘、会計:長山正剛、SAA:山室匡史、理 

事：河合一人（クラブ運営）、同：藤松功治（ク
ラブ組織）、同：川面智義、（クラブ研修）、同：
西本恵美子（職業奉仕）、同：稲富博文（社会奉
仕）、同：白石純一（国際奉仕）、同：小阪大輔（青
少年奉仕）、同：浜田厚男（直前会長）、同：片山
美智子（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 
    本日の年次総会に、米国出張と日程が重なり欠席

いたしましたことをお詫び申し上げます。 
    この度,指名委員会より会長ノミニーに指名し 

ていただき、つつしんでお受けさせて頂きます。 
まだまだ未熟でございますが、これからの１年 
半、精進いたし、歴史と伝統ある高槻ロータリー 
に恥じない会長を目指す所存です。 
会員の皆様のご支援、ご協力をお願いし、簡単 

ですが会長ノミニー就任の挨拶とさせていただ 
きます。ありがとうございました。 

 
 
◎卓話          

 「最近の不祥事や不正について思うこと」 

                  早川 博之 

 

2017年12月6日

早川 博之

[最近の不祥事や不正について思うこと]

 
 

◎委員会報告 

〇国際奉仕委員会           伊藤 智秋 
 トロント国際大会のご案内です。 
 本日お配りしたＲの友誌Ｐ42 Ｆプランのような内
容で予定しております。予定では 6/19 出発～ナイア
ガラの滝を観光、国際大会へ参加し、カナディアン
ロッキーへ行くという内容で企画しております。。 

 12/15 迄に登録をすると登録料が若干お安くなりま
すので、エントリーの希望の方は事務局へお申し出
ください。 

 

◎年次総会 
Ｓ Ａ Ａ 
     只今から 2017～2018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 
44名ですので総会が成立していることを確認致し 
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 
議長は浜田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藤井さんから報告し
てもらいます。 

藤井委員長 
     クラブ細則第３条第１節の規定に基づき、去る 

11月 8日に指名委員の浜田会長、伊藤エレクト、 
遡る 3代の元会長である川畑会員、朝倉会員、そ 
して直前会長の私（藤井）が議長として、指名委 
員会を開催しました。審議の結果、次々年度の会 
長候補者として、入谷治夫会員を指名し、入谷会 
員からも快諾を頂きましたので、皆様にお諮りい 
たします。 
併せて後ほど伊藤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、ご承認いただきますようお願 

  いいたします。 



   

 

 

  

[不祥事事例]

•17年10月：神戸製鋼、鋼材性能データを偽装

•17年 9月：日産自動車、無資格者による法定検査の実施、

隠蔽

•17年 6月：富士ゼロックスの販売会社、不適切な会計処理。

•17年 1月：商工中金、不正融資

•16年 4月：三菱自動車、軽自動車の燃費データを改ざん。

•16年 1月：旭化成建材、くい打ちデータ偽装

•15年12月：電通、新入社員が月100時間を越える違法

残業を繰り返し、防止措置をとらず自殺。

•15年 7月：東芝、架空売上や利益水増しの粉飾

•15年 3月：東洋ゴム工業、免震ゴム性能に関するデータを改ざん。

 

 

[不正事例]

•会社の資産の窃盗、横領

•旅費・交際費の着服

•仕入業者と癒着

•架空の取引

•顧客の預り資産の流用

•セクハラ

•パワハラ

•

• 

 

 

[原因] と 「問題」

「原因」

•職場慣行

•命令

•私利私欲

「問題」

• 法令や社会の常識や習慣に反している

• 他人にとって迷惑

 

 

[自問自答]

道標：「名こそ惜しけれ」

↓

•意識：家族に胸を張って言えるか。

常識から外れていないか。

•行動：見て見ぬふりをしない。

•相談：判断に迷ったら相談。

 

◎例会前の行事   12 月度定例理事会 

 
2017～2018年度 12月度定例理事会議事録 

 
日時： 2017年 12月 6日（水） 11:00～11:45 
場所： 例会場 
出席者：浜田、井前、藤井、田渕、大木、馬渕、河合、

朝倉、稲富、伊藤、小阪、川畑、橋本 
議事 
１．前回議事録承認 

    異議なく承認された。 
２．11月度会計報告 

    異議なく承認された。 
３．1月 2月プログラムについて 

    1/17クリスマス家族会報告を変更し、 
川脇会員の卓話（30分）になった。 

４．IMロータリーデー進捗状況報告 
    朝倉委員長より各クラブからの「わがクラブ

の一押しの奉仕活動」が現状 2クラブから発表
依頼があり、当クラブと合わせて３つある旨、
報告があった。12/15 を提出期限とし、報告を
待つことになった。 

    当日のメンバー配置等詳細は IM 実行委員会
で詳細を決め、理事会承認することになった。 

５、その他 
  〇馬渕クラブ運営委員長より下記のとおりクリ

スマス家族会と春の観桜会に関して報告があ
った。 
１．クリスマス家族会に関して 

    【スケジュール】 
      17：30  例会開始 
      17：45  クリスマス家族会開会 

（司会：藤田貴子氏） 
        ＊一部：演奏会  井前姉妹の演奏 
        ＊二部：懇親会  ビンゴゲーム

（進行：飯島勝己氏） 
      20：00  クリスマス家族会閉会 
    【収支予想】（  ）は昨年実績 
      参加人数 会員 38 人（38）、 

家族 15人（19）、子供 5人（6） 
     （収入）1,013,000円（1,231,000） 
     （支出）１．会場宴会費用：884,480 円

（1,088,246） 
          ２．演奏・ビンゴ・予備費用：

330,000 円（316,240） 
     （会負担）201,480円（173,486） 

記載通りで承認された。 
    なお会長より RCBB から手土産のウィスキー 

をビンゴ景品にする旨、並びに馬渕委員長より 
会長幹事に対し、会長賞と幹事賞を提供いただ 
くよう依頼があり承認した 

     
２．春の観桜家族会に関して 

    【スケジュール】 
    ＊開催日： 

平成 30年 4 月 21日（土）10 時出発～ 
22 日（日）17時到着 

      4/18 分の移動例会とする旨、承認された 
    ＊宿泊場：料亭旅館「八ッ三館」（飛騨古川） 

飛騨高山の奥座敷に佇むオトナの憩う 
隠れ宿。 

    ＊利用機関：バス旅行 
    ＊観光コース 
     ①飛騨荘川桜見学‥樹齢 450年のアズマヒ 

ガン桜、 
     ②白川郷見学‥‥世界遺産白川合掌造り 
          ③飛騨の街並み見学 
 



 ③飛騨の街並み見学 
  【収支予想】 
   （支出予想） 
     バス代：およそ 350千円／1 台 
     宿泊代：およそ 30 千円／1人 
     その他：およそ 5千円／1 人 
    ＊検討事項：一人の徴収費・バス代会負担 
 

 1人あたり会員 35,000円、 
家族 25,000 円（予定額）とし、 
来週例会で募集することになった。 

 
                                 
 〇藤井記念事業委員長より未来塾の「八十祐治氏

講演会」が平成 30 年 1 月 10 日 6 時半より当ク
ラブが主催で行われる旨、報告があった。（詳細
チラシは作成途中のため後日配布する） 

 
 〇伊藤国際奉仕委員長より国際大会の案内を本日

行う旨、報告があった。 
                    以 上 

・拙い卓話をお聞き頂き有難うございました。 早川君 

・各記念月お祝いの皆さん、おめでとうございます。 

 年次総会の議事全てを終了して!!       河合君 

・幹事に選任されました。まだまだ未熟な私ですが、皆

様のご指導ご鞭撻を宜しくお願い致します。 石田君 

・東京ロータリークラブに行ってきました。卓話に重点

を置いていました。              丸山君 

・色彩検定が文部科学省認定から内閣府認定に昇格しま

した。                    西本君 

 

         本日の合計  ￥ 100,000- 
       7/1 よりの累計  ￥1,244,000- 

  

◎R 財団への寄付 

 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- 丸山 俊郎君 ￥5,000- 
 西田 直弘君 ￥5,000- 西本恵美子君 ￥5,000- 
 山口 誠 君 ￥5,000-  

 

         本日の合計  ￥ 45,000- 
       7/1 よりの累計  ￥  585,000- 

           一人当たり平均 ＄102.42 

 

◎米山奨学会への寄付 

 川畑 孝彦君 ￥5,000- 倉本 進 君 ￥5,000- 

 西田 直弘君 ￥5,000- 

 

         本日の合計  ￥   15,000- 
       7/1 よりの累計  ￥ 377,500- 
         会員より ￥250,000- 

ｸﾗﾌﾞより ￥127,500- 

           一人当たり平均 ￥7,402- 

 

 

 

 

２０１7～２０１8年度例会プログラム 

     月 日 内   容 例会後の行事 備   考 

12 

6 年次総会、卓話（早川） 定例理事会（例会前） ＊疾病予防と治療月間 

13 卓話（山口） 被選理事会   

23 
20→23 移動例会 

（ガーデンシティクラブ大阪） 
忘年家族会   

27 定款による休会   （担当）国際奉仕委員会 

1 

3 定款による休会   ＊職業奉仕月間 

11 ３RC 合同新年会 18：30～     

17 卓話（川脇） 定例理事会（例会前）   

24 卓話（清水） 被選理事会   

31 委員会例会       於：梅の花   （担当）青少年奉仕委員会 

2 

7 卓話（古川・山室）   於：桃谷楼 定例理事会（例会前） ＊平和と紛争予防/紛争解決月間 

14 外部卓話(コンプライアンス：高槻市） 被選理事会 2/17 IM ロータリーデー 

21 卓話（深野・川面）     

28 卓話（坂野・松尾）   （担当）クラブ運営委員会 

 

◎ニコニコ箱報告 

・誕生記念内祝 稲富君、伊藤君、藤松君 

・結婚記念内祝 川面君、小阪君、藤松君、 

・入会記念内祝 川畑君（15年間お世話になりました）、 

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します） 

・創業記念内祝   橋本君、倉本君、西田君、西澤君、 

・大阪歯科大学卒業生として。       藤田君 

・先日の未来塾、川淵杯サッカー大会に多数の方に 

 ご参加いただきありがとうございました。次は、 

1 月 10日に元ガンバ大阪の八十祐治（やそ ひろは 

る）を迎えて講演会を行います。来週回覧を回しま 

すので、奮ってご参加ください。     藤井君 

・おうえんカレンダー2018         後藤君 

 

        

  

 


