
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 
２人３脚例会 

 

 ◎ソング･･･我等の生業 

 ◎1 月度皆出席表彰 

 ◎外部卓話  濱田 剛史 高槻市長 

    テーマ「高槻のみらい創生に向けて」 

 ◎例会後の行事 

  14：00～15：00 いのちキラキラ発表会 

          於：阿武野幼稚園 

18：30～ 和食の会 於：山水館 

     ※送迎バス 18：00 出発 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3061 回 本日（2/15）の例会 

（  ）の例会 

 

◎ソング･･･それでこそロータリー 

◎卓話 スピーカー･･･西田 直弘君 

    テーマ･･･「 未  定  」 

    スピーカー･･･坂野 信一君 

    テーマ･･･『ＴＨＥ 名古屋』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3062 回 次週（2/22）の例会 

No.28 2017 年 2 月 15 日 発行 

ジョン・Ｆ・ジャーム RI 会長 

 

 

会員数 出席者数 出席率 

50 名 35 名 81.40％ 

前々回例会補正後出席率  93.62 ％ 

但し、 Mup 3 名   欠席者 3 名 

出席規定摘用免除有資格者  3 名 

 

 

 

 

 

 

◎出席報告 

2月は平和と紛争予防 ／ 紛争解決月間 

◎会長の時間 

「長期戦略計画」 
先週の土曜日、地区の戦略計画会議に浜田エレクトと出

席してまいりましたので、今日は長期戦略についてお話い
たします。次回の情報集会は、クラブ戦略委員会の川面委
員長からお話しをいただきますのでその前触れとして聞い
てください。 

21世紀を迎えて 2001年に未来のロータリーのあり方に
ついて議論され、RIは長期戦略を立案することになり、2010
年に現在の骨子が定められました。（5 つの中核的価値観と
3 つの優先項目）一方でロータリークラブの運営を改革す
るために、CLP（クラブリーダーシッププラン）が 2004年
に導入されました。その 2年前に DLP(地区リーダーシップ
プラン）が、地区組織に導入され、万全の態勢で臨まれま
した。CLPは、それまでの単年度で事業を行っていたのを、
長期の視野でもって継続的な事業運営に切り替え、活性化
を図ろうとしたものでした。ところが、現場はかなり混乱
したようです。特に委員会運営が、４大奉仕（今は５大奉
仕）を軽視していると誤解され混乱に拍車をかけました。 
私が思いますに、RIはこの導入に当たって大きなミスを

犯しています。本来であれば、長期のビジョンがあって、
それにむけて継続的な事業運営に切り替えていくのであれ
ばすんなり理解できるのですが、5年も遅れて長期戦略指
針が出てきたのです。結局、CLPは十分に機能しないまま
現在に至っています。先週の戦略会議でも「CLPが盛り上
がらないので、クラブ戦略計画でロータリーの活性化を 
図ろう」との発言があったり、まだ混乱しているようです。 
整理して考えてみますと、RI の提唱する戦略計画は間違い 
っていません。ただ、運営の改革と出す順序を間違えた 

◎ゲスト・ビジター            計 0 名 

  

 

人類に奉仕するロータリー  ROTARY SERVING HUMANITY 

先週（2/8）の例会から 

1 月度皆出席表彰 

   西田 直弘君  連続 32 年 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◎幹事報告 

・枚方ＲＣより 55 周年記念式典記念誌が届いておりま

す。次週例会の折にご覧ください。 

・2017-18 年度ロータリー手帳の申し込み案内が来てお

ります。1 冊 648 円（税込）です。回覧を回しますの

で、ご希望の方は 22 日までにお申し込みください。 

・地区より 2016-17 年度 大和川・石川クリーン作戦

のご案内が届いております。ご協力頂ける方は 27 日

（月）が締切となっておりますので、事務局までお申

し出ください。 

  日 時：2017 年 3 月 5 日（日）10：00～ 

      ※雨天中止 

  場 所：大和川、石川とその支川 

  内 容：大和川・石川流域等での清掃活動 

◎委員会報告 

〇60 周年記念事業           松尾  浩 

 平成 28 年度高槻 RC「未来塾」報告会を開催いたし

ます。皆様のご参加をよろしくお願いいたします。 

  日 時：2017 年 2 月 17 日（金）18：30～ 

  場 所：大阪府立島本高等学校 

       視聴覚教室（特別棟 4 階） 

  参加者：高槻ロータリークラブメンバー 

      高槻島本地区府立学校校長 

      高槻島本地区府立学校ダンス部顧問 

〇社会奉仕委員会           石田 佳弘 

 いのちキラキラ活動報告会が開催されますので、ご出

席下さいますようお願いいたします。 

  日 時：2017 年 2 月 15 日（水）14：00～ 

  場 所：阿武野幼稚園 

〇クラブ組織委員会          伊藤 智秋 

 次週 15 日の二人三脚例会にお客様をお連れ頂く方

は、食事の手配の都合もございますので、お名前を本

日中にお申し出いただきますようお願いいたします。 

 

 

 

 

◎卓話  

     「私の職業奉仕」     岩井 祐造 

 私はロータリアンとして奉仕活動を常に頭に留め
て長年企業経営を行ってきました。本日は久しぶりに
「職業奉仕」をテーマに、これまでの感謝の思いをも
込めてお話ししますので、どうぞ気楽にお聞きいただ
きたいと思います。 
 ロータリアンの真髄は奉仕にあり、具体的にはクラ
ブ奉仕､職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕、青少年奉仕
の 5つの奉仕として明文化されていますが、中でも職
業奉仕については会社経営を通して私なりの考え方
を育み、それを企業活動に活用してきました。それは
自分の経営する会社の活動そのものが社会に役立つ
職業奉仕だという想いです。ロータリーでは 1910年
アーサー・フレデリック・セルドンが「最もよく奉仕
するもの、最も多く報いられる」と語っていますが、
「情けは人の為ならず」は洋の東西を問わず共通であ
り、他人の役に立てば巡り巡ってそれは自分の幸せに
繋がるという真理です｡経営の神様､松下幸之助さん
はこれを端的に｢売り上げはお得意先への役立ち高で
ある」という短い言葉で表現しました。 
 

 

 

こう言いますと、職業奉仕が企業経営の方便と理解さ
れるかも分かりませんが､私は奉仕とは社会の基盤を為
すべきもつと重要な行為だと思います｡企業というも
の、間違いなく利益を求めて活動し､利益が上がらない
ことには企業の存続もままなりませんが、利益だけを追
いかけるという経営が社会的な問題を起こしているこ
とも再々報道されています｡企業活動には消費者や得意
先､仕入れ先などすべての関係先への役立ちが求められ
ますが、一方でその企業活動を行うのは従業員であり、
対内的には企業は従業員の役に立つ存在であることも
大切です｡企業が預かる従業員は社会のもっとも根源的
な構成員であり、従業員が企業活動に貢献することは当
然ですが、さらには一定の義務と責任を持つ社会人とし
て存在し、かつ社会に調和する良き市民でなければなり
ません｡従業員は家に帰れば一家を支える大黒柱であ
り、いい夫､いい父親としての責任を果たさねばならず、
そんな従業員を育てるのも企業の職業奉仕だと思いま
す。 
人は皆義務教育から始まってさらに上位の学校で

様々な勉強をして知識を深め、社会人となります。しか
し、学校教育だけで理想的な社会人としての教育が完結
するということは決してありません｡就職という形で社
会人になり、仕事の場で様々な経験を積みながら社会人
として成長するのです。新入社員が早く仕事を覚えて企
業の戦力として活躍してほしいのは当然ですが、一方で
は仕事を通じて立派な社会人として成長してほしい、そ
れを後押しするのが企業であり、社風ではないかと思い
ます。企業の不祥事がマスコミでもしばしば話題になり
ますが、そんな会社は日頃からいい社風を作ろう、従業
員の幸せを作ろうという考えもないのでしょう。私は企
業経営の中で私自身の倫理観を常に社員に語ってきま
したし、従業員との倫理に関する対話を持つことを大切
にしてきました。そんなことが大きな会社ではありませ
んが、色んな人から企業風土を評価いただく会社に繋が
っていれば大変ありがたいと思います。 
 近江商人の三方良しは商売の基本で、「売り手良し、
買い手良し、世間良し」の三方を大切にせよということ
ですが、世間良しという社会貢献の考えが入っているの
が素晴らしく、企業は様々な形で社会貢献することが重
要で、その中に立派な社会人としての従業員を育てるこ
とも当然入っており、これもすべての企業が追い求める
べき職業奉仕だと思います。ロータリーの職業奉仕が、
一企業を経営する私の非常に狭い範囲の経営論になっ
た感もありますが、企業が自らの活動を通じて世の中に
役立つことは､職業奉仕に限らず、ロータリアンとして
の奉仕活動に適うものとしてお話しさせていただきま
した。どうもありがとうございました。 
 
◎卓話 

  「電動歯ブラシについて」     大木 城司 
前回の卓話で歯磨き以外の方法でお口の中を綺麗に

する食事の時期や食べ物の硬さについてお話しました
が、今回は電動歯ブラシについてご説明します。 
まず、歯磨きで落とすべき汚れ、歯垢についてですが、

イメージとしては溝に溜まったヘドロの様なものです、
ネバネバして簡単には落ちないのでブラシと泡で汚れ
を浮かせてお水で洗い流すのが歯垢除去の一番の方法
です。手磨きは溝のヘドロ掃除をスコップやデッキブラ
シでやっているとすれば、電動歯ブラシは高圧洗浄機に
相当するぐらい、効率的にきれいにできると思って頂い
ていいかと思います。 
電動歯ブラシを進める理由は、手磨きでは歯ブラシの

動かし方で、上手い下手が分かれるのですが、電動はブ
ラシ部分を歯に当てるだけで、毛先が動いて清掃してく
れるので、歯磨きがより簡単にかつ効率的にできるから
です。 
電動歯ブラシにはいくつかの種類がありますが、毛先

の動き方で大きく 3つ、回転、単純振動、音波振動に分
かれます。 
回転はブラシ部分が丸型で、歯の表面を直接磨く事を

考え作られてます。歯に当てるだけで、手磨きでは振動
させるべき行為を左右の回転で磨いてくれます、歯医者 

 

  

のです。どの組織にも長期ビジョンは大切です。我々の
クラブも、長期戦略計画を推進しましょう。どんなクラ
ブを目指すのか、個々の クラブに大きく裁量がまかさ
れています。我々のクラブの戦略計画はさらに検討中で
すが、他のクラブに比べかなり進んでいます。  
ここは中途半端にせず、世界に一つのクラブづくりを

めざしていきましょう。 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ニコニコ箱報告 
・卓話を聞いて頂いて           岩井君 
・卓話を聞いて頂きありがとうございました。大木君 

 

        本日の合計  ￥   15,000- 

      7/1よりの累計  ￥ 1,558,000– 

 

◎米山奨学会への寄付 

 岩井 祐造君 ￥5,000- 

 

        本日の合計  ￥5,000 - 

      7/1よりの累計  ￥477,500 – 

         会員より ￥230,000- 

         ｸﾗﾌﾞより ￥247,500- 

           一人当たり平均 ￥9,745- 

 

 

でクリーニングする時に使われる器具の特徴を真似て
いるのですが、歯への当て方に注意が必要です。 
単純振動は小さい普通のモーターで毛先が震えている
だけのもので、値段的にとても安いです、数千円程度
で実際には手磨きとあまり変わらない効果しか期待で
きないのでオススメはしません、電動歯ブラシは 5千
円以上、できれば 1万 2千円以上からがより良い効果
の期待できるものと考えて頂いていいと思います。 
 音波振動が一番オススメで、単純振動とは次元の違
う振動数で毛先の振動が非常に細かく、指先などに触
れるか触れないかぐらいに電動歯ブラシを当てると、
何とも言えないこそばい感じがします、毛先だけでも
清掃能力は高く手磨きのストロークでは真似できない
振動を作り出してくれます、しかも水があればこの振
動によって水に小さな波や泡の水流を発生させてくれ
るので、高圧洗浄機とまではいきませんが、波と泡が
汚れを浮かせてくれるので、毛先が届かない所も清掃
可能と言われています。 
 音波振動歯ブラシのフィリップスから出ているソニ
ーケアーという商品が電動歯ブラシで一番オススメな
んですが、実際、我々歯科関係者も使ったときの感想
は、「磨いた後歯がツルツルしてる！しかも、朝起きた
時もまだ歯がツルツルしてる！」と思いました。 
 歯垢は歯の表面だけでなく、舌や歯茎の粘膜にも付い
ています、音波水流ならデリケートな粘膜に対しても
やさしく汚れを落としてくれるので安心です、手磨き
の場合でも舌磨きは力加減が難しく、力の入れすぎで
粘膜を傷つけてしまう恐れがあります。 
歯の表面だけでなく、粘膜の歯垢も除去することで、
細菌の数を圧倒的に減らすことができれば朝まで歯の
表面はツルツルを保てます。 
 ここまでが電動歯ブラシの特徴を説明しましたが、電
気屋の店員でもこの程度はしっているのですが、歯医
者としては最近注意が必要なこととして、歯磨き粉と
電動ブラシの組み合わせについてお話しておきます。 
音波振動によって普通に水でも波と泡で歯垢除去が出
来る様になっているのですが、歯磨き粉には泡を作る
成分や研磨剤が入っているものがあります、これは手
磨きの効率を上げるために配合されている成分です
が、音波振動は手磨き以上の効果があるわけですから、
発泡剤や研磨剤とは相性が良くありません。最近では
電動歯ブラシ専用歯磨き粉と書かれた物も売っている
ので、これを使うか、発泡剤や研磨剤が入っている場
合は歯磨き粉の量をちょびっとだけにしてお使いくだ
さい。 

  

 ◎例会後の行事 

  第３回被選理事会 


