
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

移動例会 

   観桜会 

   於：奈良公園／春日大社・東大寺 

               自由散策 

   例会：於／菊水楼 

◎例会後の行事 

  観桜家族親睦会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3068 回 本日（4/12）の例会 

（  ）の例会 

 

 

  ◎ソング････四つのテスト 

◎3 月度皆出席表彰 

◎卓話  田渕 謙二君 

 テーマ 「私の履歴書など」 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3069 回 次週（4/19）の例会 

No.35 2017 年 4 月 12 日 発行 

ジョン・Ｆ・ジャーム RI 会長 

 

 

会員数 出席者数 出席率 

51 名  43 名  87.76 ％ 

前々回例会補正後出席率 91.84 ％ 

但し、 Mup 4 名   欠席者 4 名 

出席規定摘用免除有資格者  1 名 

 

 

 

 

 

◎出席報告 

４月は母子健康月間 

◎会長の時間 

「四つのテスト」 
これは、職業人としてのロータリアンの心構えを簡潔

に纏めたものです。世界大恐慌の 1932 年に、ハーバー
ト テーラーという人が倒産寸前のアルミ会社を再生す
る時の倫理上の尺度としてしめしたものです。そして、
この会社は見事に蘇生し、5 年後には借金を返済し、15
年後には多額の配当を達成したことで有名です。非常に
よくできており、1943年の RI 理事会で採択され、現在
まで色あせることなく活用されています。 
さて、例によって京都地区発行の「わかりやすいロー

タリー」では、ご多分にもれず、日本語訳がおかしいと
か、いちいち批判的なことを書いているのですが、1つ
だけなるほどと思った項目があります。それは、3つめ
の「好意と友情を深めるか」というところですが、英文
では ”Will it build GOOD WILL and BETTER 
FRIENDSHIP." とあります。この GOOD WILLは、ファイ
ナンスをやっている人にとっては、好意というより信用
とか暖簾料とかを思いつきます。つまり、会社を買収し
た時、ざっと年商とか、10年分くらいの利益が目安と
なるのですが、その会社に土地、建物、設備等の資産が
ないときバランスシートには暖簾料と計上されます。つ
まり、その企業の持っている利益を生む可能性、無形の
資産を表すのです。 
そのように考えると、一般的には好意と訳しても良い

のですが、職業奉仕的に考えますと企業として大切な信
用や、利益体質を高めるというように理解することも大
切です。きっとハーバート テーラーさんも、このよう
に考えておられたと思います。 

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

先週（4/5）の例会から 

◎ゲスト・ビジター           計 1 名 

 SMBC 日興證券㈱ 高槻支店長   東村賀文様 

  

 

※4/15（土） 

地区研修・協議会後 第 5 回被選理事会開催 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
◎幹事報告 

・4月のロータリーレートは１＄＝116 円です。 
・大阪北梅田 RC、大阪うつぼ RC、新大阪 RCより例会

変更の連絡が届いております。メーキャップの際に
は事務局へご確認ください。 

・高槻市緑花推進連絡会より緑の募金運動のお願いが
届いております。緑の羽根１本 50 円、ピンバッジ
1 個 300 円にてご協力宜しくお願いいたします。 

・関西医科大学国際交流センターより「関西医大 国
際交流」第 4 号が届いております。後方テーブルに
置いておりますので、ご覧ください。 

 

◎委員会報告 

〇米山記念奨学会           西本恵美子 

 公益財団法人米山梅吉記念館より全国１人 100 円

募金運動の依頼が届いております。回覧を回します

ので、ご協力よろしくお願いいたします。 

〇ゴルフ同好会            西澤 直紀 

 高槻３RC ゴルフコンペの開催日程が決定しました
ので、ご案内いたします。当クラブがホストクラブ
ですので、奮ってのご参加よろしくお願いいたしま
す。 

  日 時：2017 年 6 月 25 日（日）8：00 スタート 

  場 所：アートレイクゴルフ倶楽部 

〇クラブ運営委員会          小阪 大輔 

 次週 12 日（水）に観桜会が開催されます。 

  集合時間 2017 年 4 月 12 日（水）13：15 

  集合場所 高槻駅 野村證券前 松阪屋側 

 13 時 30 分に出発しますので、乗り遅れないようお
集まりください。またお昼の例会はございませんの
で、お間違えないようお願いいたします。 

〇佐々木会員より退会のご挨拶 

 

◎委員長会議報告 
〇クラブ国際奉仕委員長会 委員長   濵田厚男 
開催日 2017年 1月 14日 

会議内容 
① 今年度地区国際奉仕委員会活動について 
② 財団 100 周年財団補助金セミナー 
③ 「輝く瞳に会いに行こう」  
④ 国際大会（アトランタ大会）ご案内 

細かいテクニックを沢山レクチャーされたが理解で
きなかった。 
簡単に国際奉仕の補助金の種類はグローバル補助金
と地区補助金の 2つがあって簡単なのは当クラブで今
年度実施したブキビンタンロータリークラブとの地
区補助金である。 この補助金の要件は  

 

先週（3/22）の例会から 

① 6 重点分野を問わない ＊6 重点分野   
 1 平和と紛争予防/紛争解  2 疾病予防と治療 
3 水と衛生 ４ 母子の保健 ５ 基本的教育と
識字率向上 6 経済と地域社会の発展 

② プロジェクト予算 40 万以上  申請上限額は 100
万円 

③ クラブは地区補助金申請額と同等以上拠出する 
年次基金寄付実績で補助金減額 

④ ロータリーの無い国で実施可 
⑤ 地区申請書を使用                      

 
この補助金に対してグローバル補助金の要件 

① 6 重点分野 
② プロジェクト予算 30，000ドル以上 
③ 実施国と援助国のロータリーが代表提唱   

ベトナム除く 
④ 成果が測定可能で継続性がある 
⑤ 「補助金センター」から（オンライン）で申請 

特に今回の会議ではグローバル補助金立案申請のポイン
トを学習しました。 
 

〇青少年奉仕委員会 委員長       内本  繁 

 インターアクトクラブ 2660地区の 
当面のスケジュールについて 

◎ インターアクト合同会議 
（平成 29年 3月 14日（火）ガバナー事務所にて開催） 
 
１．2017－2018 地区委員会 役員 

⑴ 委員長   小浦 芳生（大阪ＲＣ） 
⑵ 副委員長  土屋  篤（大阪天王寺ＲＣ） 
⑶ 副委員長  中野 隆二（大東ＲＣ） 

２．新入生歓迎会 
⑴ 日 時  6月 4日（日）9：30～16：00 
⑵ 場 所  生駒山麓公園 野外活動センター 
⑶ ホスト  大東ＲＣ、大阪桐蔭ＩＡＣ 

３．海外研修 
⑴ 研修先  香港、マカオ 
⑵ 日 程  8月 3日（木）～6（日） 
⑶ ホスト  大阪天王寺ＲＣ、四天王寺ＩＡＣ 

5 月初旬にガバナー事務所から 
参加募集案内状送付予定 

４．次々年度海外研修（調整中） 
⑴ 視察先  台湾 台中市 
⑵ 日 程  2018年 8月 2日～5日 
⑶ ホスト  守口イブニングＲＣ、 

大阪国際大和田ＩＡＣ 
５．高槻ＲＣ、高槻ＩＡＣの今後の予定について 

⑴ 2017－2018 スクラム 
⑵ 2019－2020 海外研修 
⑶ 2021－2022 年次大会、新入生歓迎会（地区

委員長を担当） 
 

◎例会後の行事 

      4 月度定例理事会 

開催日  2017年 4月 5日(水) 13:35～14:30 (於 例会場) 
出席者  藤井・入谷・朝倉・清水・松尾・浜田・片山・小阪・

伊藤・小山・石田・内本・河合・長山                                               
欠席者  古川・ (敬称略) 
議  事  議長は藤井会長にて議事進行 
前回議事録確認           <異議なく承認されました> 
議案①会計報告 
河合会計：資料に基づき説明有 

<異議なく承認されました> 
議案②第２回クラシックコンサート書道と楽しむ「さく

らさくら」への協賛の件 
議長:本件は井前会員のお嬢さんが推進しておられ、 

 

 

 

◎ゲスト・ビジター           計  名 

  

 

先週（3/22）の例会から 

  

  

新入会員のご紹介 

氏  名 栗木 真吾 

生年月日  1966 年 11 月 3 日 

勤 務 先 三井住友信託銀行 

自宅住所   〒531-0071 

        大阪市北区中津 3-3-1 

         ミッドコートウメキタ 408 

職業分類   金融・信託 

推 薦 者   藤井敏雄 入谷治夫 

趣  味   サッカー、ツーリング 

好きな言葉  七転び八起き 

又は生活信条 



 

  

◎ニコニコ箱報告 
・誕生記念内祝 大木君、 

内本君（なんと 60歳になります。本人の自覚ま 
ったくありません。困ったものです。栗 
木さんようこそ。佐々木さんお元気で。） 

・結婚記念内祝 山口君 
・入会記念内祝 深野君（入会から 1年が経ちました。また新た

な気持ちで頑張ります）、 

古川君（先週 TVケンミンショーを観てますとど
っかで見た事あるヨッパッライおっさ

んが出てました。稲富会員 気をつけて
下さい）、 

浜田君（委員会報告を聞いて頂いて）、石田君、 
清水君（入会記念と創業記念のお祝を頂いて） 

・創業記念内祝 朝倉君、坂野君、波々伯部君、小阪君、 
小山君、岩井君（来週の移動例会出席できず 

悪しからず）、 

丸山君、清水君、 
佐々木君（残念ですが本日で高槻 RCを卒業させ

て頂きます。2年間という期間ではあ

りますが、「歴史」と「伝統」ある高

槻 RCに加入させて頂いたことは私の

誇りです。お世話になりありがとうご

ざいました。後任の東村（ひがしむら）

を宜しくお願いいたします。あっ、長

男こうだいの誕生日でもありました） 

上村君（ありがとうございます） 
 

・佐々木さんお世話になりました。東京でも頑張って下さ 
い。栗木さん入会おめでとうございます。宜しくお願い 
いたします。                朝倉君 

・栗木様、入会おめでとうございます。佐々木様、東京で 
もご活躍ください。             石田君 

・佐々木さん、御苦労様でした。栗木さん今後ともよろし
くお願いいたします。            藤井君 

・栗木様ご入会おめでとうございます。     入谷君 
・佐々木さんへ 今後も益々ご精励され、より一層躍進さ

れる事を祈念しております。栗木会員、ご入会おめでと
うございます。               河合君  

 

        本日の合計  ￥ 135,000- 

      7/1よりの累計  ￥2,138,000- 

 

◎R 財団への寄付 

  浜田 厚男君 ￥5,000- 入谷 治夫君 ￥5,000- 

  丸山 俊郎君 ￥5,000- 内本 繁 君 ￥5,000- 

 

        本日の合計  ￥ 20,000- 

      7/1よりの累計  ￥ 707,500- 

           一人当たり平均 ＄124.47 

◎米山奨学会への寄付 

  石田 佳弘君 ￥5,000- 

 

        本日の合計 ￥  5.000- 

      7/1よりの累計 ￥ 520,000- 

          会員より  ￥272,500- 

         ｸﾗﾌﾞより ￥247,500- 
                       一人当たり平均 ￥10,612-  

 

 

 

 

一昨年の理事会で「3年間支援(協賛)する事」が決まっ
ている。高槻 RCの後援として 4月 9日小中学生を対象
に書道とｺﾝｻｰﾄを催す、当会から前回同様 5万円支出
したい。引継ぎの不備もあって事後となり申し訳ありませ
んが、よろしく承認をお願いします。 

清水：今後同様の事がないように今回が 3年目ということを
確認したうえで支出してはどうか? 

議長：井前会員のお嬢さんは、東日本大震災でのチャリテ
ィコンサートや家族会などでの当クラブへの貢献も大変
大きい。今回をもって一区切りとすることをお伝えして支
出いたします。 

河合：委員会事業費ではなく予備費から支出したらどうか。 
浜田：内容としては社会奉仕の活動としてふさわしいと思う
ので、委員会予算の方がいいと考える。万一予算が足り
なくなれば事情は分かるので、その時に対応すればい
いのでは?            <異議なく承認されました> 

議案③二人三脚のその後の進展状況と３回目の 5月 17日
実施について 

議長：二人三脚の進展は。 
伊藤：その後動きはない。 
松尾：藤村さんに関しては今後私の方でフォローいたしま

す。お仕事が忙しくなっていると聞いている。 
伊藤：中西さんは? 
片山:農協や駐車場など色々役をされていて忙しくされて
いる、整理して時間を作っていただき、入会をお願いし
ている。 

石田：飯田さんは入会していただけると思う。 
清水：二人三脚に来ていただいたからと言ってすぐ入会は
ないのでは、入会には時間はかかります。絶えずフォロ
ーを。 

石田：松下さん飯田さんにはもう何年も前からアプローチし
ている。 

議長：是非一度お勧めするために面談の段取りをしてくだ
さい。 

幹事：会長自ら動いていただくのは効果があると思う。 
清水：会長が行くとNOという結論が出てしまう可能性もある
ので、人によっては慎重に。とにかく一生懸命、皆で対
応を。 

朝倉：二人三脚に来ていただける以上、興味がある事は違
いないので推薦者と会長同道で行けば効果があると思
う。 

入谷：5月の二人三脚を開催するのか? 
議長：現在の進捗を考えると 5月は中止し、今までの対象
者へのフォローに充てたい。例会プログラムにいったん
決めた事ですので、次回例会で説明いたします。もちろ
ん入会希望者がいれば二人三脚同様、随時例会に来
ていただければと思います。 <異議なく承認されました> 

議案④人事異動「日興証券」に伴う入会審査の件 
議長：佐々木会員の転勤に代わって新支店長の入会を認
めたい。             <異議なく承認されました> 

議長：もう一点会員について、仲田会員から治療のため 12
月末までの休会届が出ている。会費はいただく事になり
ます。               <異議なく承認されました> 

議案⑤緊急連絡網について 
入谷：前回理事会で説明のあったように、ﾒｰﾙ・電話・FAX
への連絡が確定し運用を始める。 

<異議なく承認されました> 
報告事項 
小阪：5/10プログラムで佐々木会員の卓話を予定していた
が新会員栗木会員に変更、また副委員長を西澤さん
に。 

浜田：ブキビンタンの会長就任式への参加を検討中 
 
 
 

 



 

 

◎会員の動き 

 佐々木 隆幸様 

2015 年 6 月 3 日～1 年 10 ヶ月のご在籍でしたが、異
動により 4 月 5 日をもって退会となりました。今後の
ご健勝とご活躍を祈念申し上げます。 

 

    

    

 

 

 

 

 

 


