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Ⅱ．みんなに公平か
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Ⅲ．好意と友情を深めるか
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Ⅳ．みんなの為になるかどうか
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四つのテスト
Ⅰ．真実かどうか
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３月は水と衛生月間
第 3063 回
（

3 月度 記念月御祝
◎誕生記念
清水 利男君
朝倉 通憲君
篠原 光子君
波々伯部廣行君
佐々木 隆幸君
長井 正樹君
小阪 大輔君

本日（3/1）の例会

）の例会

◎国 歌･･･君が代
◎ソング･･･奉仕の理想
◎誕生、結婚、入会記念月御祝
◎創業記念月御祝
◎委員会例会
◎例会後の行事 3 月度定例理事会

第 3064 回

次週（3/8）の例会

◎ソング･･･四つのテスト
◎卓話 ｽﾋﾟｰｶｰ･･･朝倉 通憲君
テーマ･･･「 ロータリー雑感
◎例会後の行事 第 4 回被選理事会

」

◎結婚記念
岩井 祐造・千代子御夫妻
倉本 進 ・洋子 御夫妻
白石 純一・玉代 御夫妻
入谷 治夫・恵美子御夫妻
仲田 裕行・純子 御夫妻
川脇 健 ・正子 御夫妻
山室 匡史・啓美 御夫妻
佐々木隆幸・愛子 御夫妻
◎入会記念
山口 誠 君
川面 智義君
藤井 敏雄君
河合 一人君
坂野 信一君
松下喜八郎君
山室 匡史君

62 周年
45 周年
42 周年
41 周年
39 周年
37 周年
11 週年
9 周年

33 周年
17 周年
8 周年
6 周年
2 周年
2 周年
2 周年

◎出席報告
会員数
50

名

出席者数

出席率

36 名

80.00 ％

白石

前々回例会補正後出席率
93.02 ％
但し、 Mup 6 名
欠席者 2 名
出席規定摘用免除有資格者
7 名

人類に奉仕するロータリー

藤田

ROTARY

創業記念月御祝
純一君
株式会社フジワーク
Ｓ41.3.1
46 周年
貴子君
ふじた歯科医院
Ｈ10.3.1
19 周年

SERVING

ジョン・Ｆ・ジャーム RI 会長

HUMANITY

◎卓話

先週（2/22）の例会から
◎ゲスト・ビジター
本田 孔士様 （眼科医）大阪 RC

計

1 名

◎会長の時間
「主要プロジェクトについて」
本題に入る前に、明日 2 月 23 日は、我々ロータリア
ンにとって重要な日です。1907 年のこの日にシカゴで、
ロータリークラブが誕生しました。ちなみに、私たち
高槻 RC は、1954 年の 6 月 15 日に創立されました。
さて、先週は大きなプロジェクトの活動がありまし
た。１つは 2 人 3 脚です。10 名のゲストを迎え高槻市
長の卓話もあって盛会でありました。 今後、一人でも
多く入会いただくよう努力したいと思います。会員増
強は、財務戦略のひとつとしてとらえています。引き
続き皆様の協力を得て、推進したいと思います。もう
1 度 2 人 3 脚を行うつもりです。
2 つ目は、いのちキラキラ食栽活動の報告会が 15 日
の午後、阿武野幼稚園でありました。当クラブからは
9 名が参加しました。今年は従来の活動に加え、
”つな
ぐ”をテーマに 各園が取り組まれました。具体的には
親と子のつながり、地域とのつながりなどで、そのエ
ピソードの紹介を受け、一同、感動いたしました。プ
ロジェクトは従来の殻を破り、自ら進化を遂げ始めま
した。実のあるプロジェクトに育ってきたものと実感
しました。
3 つ目は「高槻未来塾」の報告会が、17 日の夜 島
本高校でありました。ご存知のように、 1 月 22 日に
ダンスクラブの発表会を行いました。今年は高槻支援
学校の生徒さんも加わり輪の中心踊っておられるのを
見て、皆さん感銘を受けたイベントでありました。皆
さんのお手元にピンクの報告書をお届けしております
ので参考にしてください。各校のキャプテンの言葉が
載せられていますが、一様に、発表する機会を得たこ
と、他校のクラブと交流できたことを、喜んでおられ
ます。未来塾の目指してきたものが成果として確認で
きたと思います。
本年度も残すところ 4 ヶ月となりました。成果を出
されている各委員会活動に感謝致しますと共に、最後
の頑張りをお願いいたします。皆様方には委員会任せ
にせず、積極的に参加いただきますようご協力をお願
い致します。
◎幹事報告
・3 月のロータリーレートは、１＄＝116 円です。
・大阪北梅田 RC より例会変更のお知らせ、大阪イブ
ニング RC より事務所移転のお知らせが届いており
ます。詳細は事務局へ確認ください。
・25 日（土）開催の IM ロータリーデーは 30 名の参
加予定です。ご参加の方は、14：00～登録受付です
ので、遅れないように関西大学 高槻ミューズキャ
ンパスにお集まりください。よろしくお願いいたし
ます。
◎委員会報告
〇職業奉仕委員会
小山 彰夫
先週 15 日の「和食を楽しむ会」に多数ご参加いただ
きましてありがとうございます。山水館の佐藤料理
長、壽酒造 橋本社長のご協力のもと、お楽しみい
ただけたことと思います。また、ご希望がございま
したら、企画いたしますので、よろしくお願いいた
します。
〇クラブ研修委員会
清水 利男
本日、例会後 18：30～から「からさき」にて早川会
員、光本会員の新入会員歓迎会を開催いたします。
どうぞよろしくお願いいたします。

西田

直弘

「

私の独り言

」

さらなる高槻市の発展に向けて
～高槻城再建によるまちづくり～
高槻市は平成 35 年に市制施行 80 周年を迎えます。高
槻市北側の再開発も終わり、高槻駅の拡幅工事や第二
名神の開通予定など、ほぼ終了しました。歴史遺産と
しては、古代の息吹を感じさせる古墳時代の遺跡であ
る今城塚の整備も完了し、京大農場跡地の安満遺跡の
整備も進行中で、何れも高槻の誇る遺産です。それに
もまして高槻城跡は、高槻における中、近世の時代を
代表する歴史遺産であり、その高槻城再建については、
弥生・古墳時代と同様に高槻市民が待ち望んでいると
ころであります。
時代の変化とともに、お城の面影は全くなくなって
しまい、本丸・三の丸地域は学校や各種施設が建築さ
れています。現在の城跡公園が二の丸御殿が築城され
ていた唯一の城跡の場所であり、本丸・二の丸の跡地
が公園として整備の上、お濠をはじめ、城としての形
態が具現されて始めて城跡公園として位置づけされる
のではないでしょうか。
又、高槻城は高山右近ゆかりの城でもあります。オ
ーストラリアのトｩーンバとの国際交流をはじめ、高山
右近を通じてマニラとの姉妹都市関係にある高槻市に
とって、国内のみならず海外との都市交流を充実させ
なければなりません。
高山右近・右近像は高槻の歴史上の人物を代表する
ものとして、現在では全国に知れており、これからは
世界に高槻を代表する高山右近像として紹介されてい
くことでしょう。右近はその歴史上での経歴が示すよ
うに、国内で明石～小豆島～金沢～そしてマニラへと
流点の人生であったことを考えると、今回の列福を
機会に、ローマ法王庁から「福者」として認定される
高山右近を視野に入れて、今後国内だけでなく世界か
ら訪れる観光客の受け皿として迎える「おもてなし」
の場所として、高槻城跡公園整備構想を位置付けしな
ければなりません。さらに、特急「はるか｣、また近い
将来、北陸へのサンダーバード停車駅として、乗客に
高槻で降りて、市内観光をしてもらうためにも、
「高山
右近の築いた高槻城跡」のキャッチフレーズが絶対に
必要です。歴史遺産観光コースとして、三好山一今城
塚一禰生遺跡一高槻城跡の歴史コースで人の流れがで
きれば、街に活性化が加速されることはまちがいあり
ません。
城跡公園と市民会館を一体化に再整備することによ
り、市民の憩いの場や、だれもが自由に楽しめるにぎ
わい空間を形成し、
「みどり」
「歴史」
「文化」をめぐる
人々の交流と地域の活'性化を促す新たな交流拠点と
して、これから 50 年後、100 年後の「未来の高槻」を
考えるためには、高槻城跡整備は高槻市民が大きな期
待と関心を持っています。
高槻がさらなる成長するために、市民が一体となっ
て町づくりを作り上げていくことが必要ではないでし
ょうか。
高槻市 濱田市長様 よろしくお願い致します。ロ
ータリーのメンバの皆様もよろしくお願いいたしま
す。

◎卓話

坂野 信一
「 THE

名古屋

・産業

」

・第二次産業が盛ん
豊田市や四日市市などとともに、中京工業地帯の中核であり、
自動車産業、航空宇宙産業、鉄鋼、特殊鋼、電機、
セラミックス産業等が盛ん
・商業地帯
栄・名駅・大須・金山

ＴＨＥ 名古屋

・名古屋本社の会社
日本ガイシ
ノリタケ
日本車輌製造
ブラザー工業
パロマ
松坂屋
寿がきや
カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋（一宮）
・スケートが盛ん（名古屋出身）
伊藤みどり、浅田真央、安藤美姫、村上佳菜奈子
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2017年2月22日
高槻ロータリークラブ
坂野

信一

・名古屋が「最も魅力のない街」？
名古屋市は昨年６月、東京と札幌、横浜、名古屋、京都、大阪、神戸、
福岡の８大地域に住む人に調査を実施。

1

８大都市で『魅力がない街ＮＯ．１』

名古屋はこんなとこ

週刊誌がおもしろおかしく追随
「見栄っ張り、ダサい」
「名古屋人はなごやめしを食べていない」
と、名古屋の文化や習慣を紹介した。

・人口 230万

・市長 河村たかし 2009年～

民社党→自由民主党→日本新党→新進党→自由党→無所属→
民主党→無所属→減税日本

・方言 名古屋弁
「だでよ～」「だがや～」
きゃ・みゃ の曖昧母音の多様が特徴

6

例：おまえ → おみゃ～
大根 → だぁ～こん
開会式 → きゃーきゃーしき

・名古屋に住みながら名古屋を最も魅力を感じると答えた人
が８大都市で一番少ない。

2

「東京や大阪に劣等感を持っている」
「住んでいる人が街の良さに気づいていない」

・大阪から名古屋までの時間
新幹線：京都 - 名古屋間 のぞみ ３６分

確かに、

車 ： 大山崎インターから高速を使って新名神

約２時間

・大学
国公立：名古屋大学 名古屋市立大学 名古屋工業大学
私立

：南山大学 愛知大学

名城大学

中京大学

「名古屋の人に観光先を聞いても 名古屋城 以外出てこない。。。」

一方、
愛知県は地元大学への進学率は全国一。就職先も地元に多くある。
➡ 地元志向が強い

そして…
「都会過ぎないので疲れない」「ちょっと足を伸ばせば海も山もある」

・野球
中日ドラゴンズ

➡ とかいなか ちょっとＢＩＧな高槻！？

・新聞

7

中日新聞（東京新聞・北陸中日新聞）

335万部

全国第４位

名古屋には、
地元で生まれ育ち、大人になっても住み続ける人が多い。

3

『住みやすさ』といった評価はあるのではないか (^^♪

・名古屋出身の有名人

名古屋人はもっと地元に自信を持ったらいいんだぎゃ～

竹下 景子
館 ひろし
玉木 宏（たまき ひろし）
武井 咲（たけい えみ）
イチロー
工藤 公康
天野 ひろゆき（キャイ～ン）
井戸田 潤（スピードワゴン）

女優
トレンディ俳優
イケメン俳優
女優・モデル
メジャーリーガー
ソフトバンク監督 （豊明市）
お笑いタレント
（岡崎市）
お笑いタレント
（小牧市）

高槻も、
近畿圏のある調査では 住んでみたらよい街 ＮＯ．１

名古屋市と高槻市は似ているのではないか！！！？

ちなみに

名古屋 章（俳優） は 東京千代田区出身

忘れてならないのは 三英傑

8

織田信長（尾張） 豊臣秀吉（尾張）
4

徳川家康（三河）

・名古屋の名所
①名古屋城
②名古屋テレビ塔 １８０ｍ
③ミッドランドスクエア ２４７ｍ 展望台あり 国内７位
名古屋セントラルタワーズ ２４５ｍ 国内８位の高さ
④東山動植物園 目玉：コアラ イケメンゴリラ“シャバーニ”
⑤名古屋港水族館 目玉：シャチ シロイルカ

⑥熱田神宮 正月三が日 ２３０万 国内７位
⑦大須観音商店街
⑧ナゴヤドーム

◎ニコニコ箱報告
・初めてのロータリーに出席させて頂いてありがとうご
ざいました。
中西 美代子様
・卓話を聞いて頂いて有難うございました。先週「和食
を楽しむ会」を終えて。
坂野君
・各委員会活動で成果を上げていただき、ありがとうご
ざいました。余すところ 4 か月、最後のガンバリをお
願いします。
藤井君
・西田様、卓話をありがとうございました。 羽根田君
・先週の 2 人 3 脚例会では大いなるご協力を頂きまして
ありがとうございました。
伊藤君
・「和食を楽しむ会」多数ご参加いただいて。 小山君
・卓話を聞いて頂いて。
西田君

⑨ナナちゃん人形
⑩名古屋セントレア空港
9

本日の合計
7/1 よりの累計
◎R 財団への寄付
羽根田茂子君 ￥5,000-

・名古屋めし
①味噌煮込みうどん
②味噌カツ

￥ 45,000￥1,676,000–

西田

直弘君

￥10,000-

本日の合計
￥ 15,0007/1 よりの累計
￥610,000一人当たり平均 ＄107.31

③味噌おでん・どて煮
④手羽先
⑤小倉トースト
⑥あんかけスパゲッティ

◎米山奨学会への寄付
西田 直弘君 ￥10,000-

⑦きしめん
⑧天むす
⑨台湾ラーメン

⑩ひつまぶし
10

どうも有難うございました

11

◎例会後の行事
第 3 回情報集会 兼 新入会員歓迎会
（於：からさき
出席者 32 名）

本日の合計 ￥ 10,0007/1 よりの累計 ￥ 492,500会員より ￥245,000ｸﾗﾌﾞより ￥247,500一人当たり平均 ￥10,051-

