
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 ◎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 

◎卓話 ｽﾋﾟｰｶｰ 松下 喜八郎君 

    テーマ「ペットと共に」 

   ｽﾋﾟｰｶｰ 栗木 真吾君 

    テーマ「私の履歴書」 

◎例会後の行事 5 月度定例理事会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3071 回 本日（5/10）の例会 

（  ）の例会 

 

     

◎ソング････四つのテスト 

◎卓話   倉本 進 君 

  テーマ「薬物乱用」 

     橋本 憲治 君 

  テーマ「未  定」 

◎例会後の行事  

第 6 回被選理事会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3072 回 次週（5/17）の例会 

No.38 2017 年 5 月 10 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 41 名 83.67 ％ 

前々回例会補正後出席率  72.73 ％ 

但し、 Mup 5 名   欠席者 12 名 

出席規定摘用免除有資格者  6 名 

 

 

 

 

 

◎出席報告 

５月は青少年奉仕月間 

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

 
       ５月度 記念月御祝 

 

 ◎誕生記念 

    奥田 晴基君  羽根田茂子君 

    倉本 進 君  井前 憲治君 

    仲田 裕行君  田渕 謙二君 

 

 ◎結婚記念 

   馬渕 晴彦・ひろ子御夫妻    45 周年 

   波々伯部廣行・久枝御夫妻    37 周年 

   松尾 浩 ・恵子御夫妻     37 周年 

   早川 博之・裕子御夫妻     23 周年 

   古川 大介・寿美御夫妻     22 周年 

   東村 賀文・幸代御夫妻     20 周年 

   光本 智輝・あずみ御夫妻     1 周年 

 

 ◎入会記念 

   生駒 俊雄君      41 周年 

   丸山 俊郎君      29 周年 

   仲田 裕行君      10 周年 

   田渕 謙二君      10 周年 

   西本恵美子君       6 周年 

    

創業記念月御祝 

 松下喜八郎君  松下金属工業㈱ 

   S.10.5.10     82 周年 

田渕 謙二君  田渕・西野法律事務所 

    H.13.5      16 周年 

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


 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

  

先週（3/22）の例会から 

◎会長の時間 

「高山右近列福記念献茶ミサ」 
昨日、裏千家とカトリック高槻協会が共催で行われ

ました献茶ミサに入谷幹事と一緒に参列してまいりま
した。というより、日本ロータリー財団管理委員長を
長年務めておられる千玄室さんが献茶されるので、高
槻のロータリークラブは参列してほしいという話があ
って行きましたのが実状だったのですが、大変によい
経験をさせてもらいました。 
そのあとの講演会で、キリスト教と茶道について話

されました。高山右近はクリスチャンで利休の一番弟
子であったことは知っておりましたが、茶道といえば
仏教それも禅宗が、その精神面を支えていると思って
いました。これは大きな間違いでありました。 
千玄室さんは、同志社大学を出ておられます。ご存

知のように新島襄が興したクリスチャンの学校です。
実は玄室さんのお父さんも同志社を出ておられます。
勿論菩提寺は大徳寺です。そして玄室さんの奥さんは、
裏千家で初めてのクリスチャンだそうです。 
高山右近をはじめキリシタン大名が亡くなり江戸時

代の鎖国政策の中で、茶道は大名の庇護のもと、禅宗
と共に武士の精神修養の場として生き抜いてきまし
た。江戸中期に興った町人文化の隆盛により、その分
野に活動の場を広げ社会的にも大きな地位を築き上
げ、日本人の精神文化の形成に役立ってきました。し
たたかだったと思います。  
そして、明治以降の社会変化の中で先祖返りと言い

ますか、多様な世界に対応して大きく変貌を遂げてき
たのであります。なかでも裏千家は、一番積極的でし
た。事実、玄室さんはキリスト教だけでなく、イスラ
ム教の国でも、その神に献茶をして来られました。そ
の結果、裏千家は茶道人口の半分を占めるようになっ
ています。 
茶道の本質は和であり、それを損なわない限り多様

な考え、芸術、宗教、哲学、社交性も受け入れるとい
う事のようです。利休は５００年前に宗教の自由を具
現化していました。よく仏教が、他の宗教に比べ寛容
性があるといわれますが、茶道というものが、日本人
の精神文化与えた影響が大きいのかもしれません。 
さて、私たちロータリークラブも、大きく変わろう

としています。ロータリーの本質的なものをよく見極
め、世の中の変化、多様化に果敢に対応していかねば
なりません。 
 
 

 

◎ゲスト・ビジター           計  名 

  

 

先々週（4/26）の例会から 

◎ゲスト・ビジター           計 0 名 

  

 

◎幹事報告 

・5 月のロータリーレート １＄＝110 円 

・ご協力いただきました緑の募金運動について、
￥8,610-集まりました。4 月 20 日にお振込が完了い
たしましたので、ご報告いたします。ご協力ありが
とうございました。 

・5 月 2 日（火）は事務局 臨時休局とします。 

・5 月よりクールビズといたします。 

 

◎委員会報告 

〇米山記念奨学会          西本 恵美子 

 ご協力いただきました米山記念奨学会 100円募金で
すが、￥5,800-集まりました。4 月 20 日にお振込も
完了いたしました事ご報告いたします。ご協力あり
がとうございました。 

  また、2660 地区より米山記念奨学会への特別寄付
依頼の文書が届いております。ご協力のほどよろし
くお願いいたします。 

〇社会奉仕委員会           石田 佳弘 

 いのちキラキラ食栽活動の夏野菜の苗植え見学会の
ご案内が届いておりますので、ご案内いたします。
ご参加くださいますようお願いいたします。 

  日 時：2017 年 5 月 9 日（火）9：10～9：40 

  場 所：西大冠幼稚園 園庭 

   ※雨天の場合は 5 月 11 日（木）に延期予定 

   ※園児が園内にいる時間帯ですので、お車での
訪園はご遠慮ください。 

〇青少年奉仕委員会          内本  繁 

 インターアクトクラブの海外研修の案内が届いてお 

ります。すでに藤井会長からお申込みいただいてい 

ますが、皆様のご参加の程よろしくお願いいたしま 

す。 

 【日 程】2017 年 8 月 3 日（木）～6 日（日） 

 【行 先】香港・マカオ 

 【旅行費用】150,000 円（保険代含む） 

 【申込締切】6 月 4 日 

 

◎卓 話               

「地区国際奉仕委員会の活動」   伊藤 智秋 

地区国際奉仕委員の私は、先週月曜日「大阪東淀ちゃ

やまちロータリークラブ」に卓話に行ってきました。「ち

ゃやまちロータリークラブ」の例会は阪急インターナシ

ョナルホテルです。「ちゃやまちロータリークラブ」は IM

再編成で 2 組になられるようですので、皆様もメークア

ップに行かれる際には「ちゃやまちロータリークラブ」

も検討してみて下さい。 

その時、ブキビンタン RC と地区補助金を使った「デ

ング熱予防キャンペーン」の話をしました。今日はその

時の卓話をアレンジし、高槻ロータリークラブの活動を

例に地区国際奉仕委員会の活動についてお話したいと思

います。尚、今からの話は私の知る限りであり、私個人

の私見だらけで、脚色ありです。半分フィクション、半

分ノンフィクションです。高槻ロータリークラブに入会

されて日の浅い会員の皆さんはこの話をきっかけに国際

活動に興味を持って頂けたら幸いです。 

高槻ロータリークラブは会員数 51 名、創立 63 年目の

クラブになります。国際活動にはあまり熱心な方ではな

いと思います。先日、地区協議会が開催され、ロータリ

ー財団から補助金についての説明がありました。本年 7

月より始まる新年度の会長、国際奉仕委員長は、2 月に

地区ロータリー財団補助金管理セミナーに参加され

MOU・クラブ覚書に署名され、2017 年-2018 年度地区

補助金申請受付が 3 月 1 日より、グローバル補助金受付

が 4 月 1 日より開始されたとのお知らせを受け取られた

事と思います。 

国際奉仕事業をする場合、海外の何れかの国と何らか 

新入会員のご紹介 

氏  名 東村 賀文 

生年月日  1967 年 4 月 2 日 

勤 務 先 SMBC日興證券㈱ 

自宅住所   〒610-0121 

        京都府城陽市寺田大田半 10-131 

職業分類   金融・證券業 

推 薦 者   藤井敏雄 入谷治夫 橋本憲治 

趣  味   旅行・スキー・食べ歩き 

好きな言葉  今に生きる 

又は生活信条 



 

  

の事業を設定し、相手国の RC を訪問してプロジェクトの

話を詰め、事業の規模と 6 重点分野のどれに当たるかを

検討し、（地区補助金かグローバル補助金か？）相手国

RC と自分のクラブの承認を得、補助金申請をするために

申請書類を書込み、実施国で実働してくれる人や物品購

入の手配、見積書を用意する等と様々な準備をしなけれ

ばなりません。「補助金ハンドブック」を睨んでも答えは

見つからず、ハッと気が付けば何もしないうちに年末を

迎え、次期委員長が決まり、財団からは補助金の受付は

終わりましたという連絡が入り、今年も「拠出金」を出

しただけとか、隣のクラブに乗っかって終わってしまっ

た。と、いうことが繰り返されているわけです。 

国際奉仕活動の難点は、日本人側が何もかもやるので

はなく、実施国側が動いて頂かなければならないところ

です。実働する人間や組織、物品を調達するメーカーや

販売店、最終的な事業完了の報告まで相手国のロータリ

ークラブにやって頂く必要があります。その為、姉妹ク

ラブや友好クラブがない状態で単独で提唱クラブになる

のはかなり困難だと思われます。逆に言えば、国際奉仕

事業に慣れていて、そういったことが簡単にこなせる海

外のクラブと巡り合うことは大変に幸運なことだと言え

ます。 

高槻ロータリークラブは、オーストラリアのトゥーン

バ東 RC と姉妹クラブになっております。クラブ創立 50

周年の記念事業『夢・未来プロジェクト』で中学生の英

語弁論大会を開催し、優秀者 3 名を 5 年間に渡って、1

週間、トゥーンバ東 RC のお宅にホームステイしながら地

元の中学生、高校生と交流するというプロジェクトを行

っておりました。生徒達は浴衣や調理器具などを持ち込

んで熱心に交流し、帰ってくると「もっと日本の事を知

らなければならない。」と反省をしていたものでした。 

そのプロジェクトが終わると、オーストラリア・トゥ

ーンバはブリスベンから内陸に 130 ㎞以上離れた地理的

な問題などから現在は疎遠になっております。3 年程前、

入谷幹事のご子息がマレーシアに赴任されておられたの

で、そこに遊びに行きがてら地元のブキビンタン RC と仲

良くなり、友好クラブになりました。 

マレーシアのクラブは東南アジアの 15のクラブと友好

クラブになっておられまして、毎年、会長就任パーティ

と称し、集まって交流をしていました。これは、親交を

深め信頼を築きましょうという目的で行われました。昨

年ついに何か共同で事業をしましょうという運びになり

まして、地区補助金を頂いて「デング熱予防キャンペー

ン」を展開することになりました。 

昨年早々に地区補助金を頂いて、さぁ取り掛かろう！

と意気込んだのは良かったのですが、他にも大きいグロ

ーバル補助金のプロジェクトがあるから日本は後回し、

などと言うメールが来ました。初めに申し上げましたよ

うに国際活動の面倒なところは実施国側が、日程を決め

たり、人を集めたり、物品を買って用意したり、領収書

の用意や書類書きまでやらなければならないことです。

日本人には簡単な、きちんと予算を組んで日程表を作っ

てその通りに実施するといったことが、何故か出来ない

国や地域や人々（ロータリアンを含む）が存在するので

す。 

そこで地区国際奉仕委員長初め、地区委員の皆様にも

相談しました。実は不慣れな高槻 RC では、地区補助金の

申請をする時から国際委員長に、ご相談させて頂き、そ

の場その場に応じたアドバイスやテクニックを伝授して

頂き、やっと実施することとなりました。 

皆様は国際奉仕委員会と財団委員会の区別がつかなか

ったり、地区の国際奉仕委員会って結局何をしているの

か？と思われていませんか？地区国際奉仕委員会は国際

奉仕活動をしたいと思うクラブの支援をしてくれます。

「素晴らしいプロジェクトなので頑張って下さい。」とか 

「ここはちょっと考え直すと良いですよ。」とかアドバイス

をしてくれますし、困ったときにも適切なサポートをしてく

れます。それに、国際奉仕活動をやっている最中、トラブル

の気配を感じた時、国際奉仕委員会に経過というか事情を説

明しておくと、それだけで安心出来ました。私は地区国際委

員会に所属しながら、その意義が良く分かっていなかったの

ですが、国際委員会は、決して上から目線で指導するのでは

なく、プロジェクトを成功させるために存在するのだと強く

感じ、手前みそではありますが、大変心強く、有難く思いま

した。 

マレーシアとのプロジェクトに話を戻しますと、動き出し

てやれやれと思っていたら、いきなり「今度の日曜日にやる

から来て」みたいな感じで、結局会長が一人でマレーシアを

訪問しました。蓋を開けてみると予算総額を遥かに上回った

のではないかと思われる豪華さで、書類も見積も完璧に揃っ

ていて、地元の保健局や学校、延べ 1,100 名を数える人員を

動員し「デング熱は恐ろしい病気です。蚊を退治したりして

防ぐことが出来ます。」という啓蒙活動を展開できました。

現地ではこの啓蒙活動を引き続き行っていくということに

なり、4 か国語で書かれたパンフレットも増刷され、誠に理

想的な展開で締め括ることになりました。 

（スライド紹介） 

途中で「もう外人は信用できん」とか「これっきり国
際活動は止める！」とか「二度とマレーシアには行かな
い」と言っていましたが、すっかり気を良くして今年も 8

月に訪問することになりました。国際活動をされていな
いクラブの皆様、国際活動はいきなり「じゃあ来期やり
ます」といってもなかなか出来ません。まずは気楽に海
外旅行を楽しんでいただき、地元のグルメや良いゴルフ
場を紹介してもらいたいなという感じで近くのロータリ
ークラブを訪ねてみて下さい。ひょっとしたらそこには
日本語が堪能な会員がいらっしゃるかも知れませんし、
他のクラブを当たってみても、別の国を探してもいいの
です。交流するようになって、それから「何か国際活動
をしましょう」という展開になります。会ってすぐ「あ
れ買って、これ欲しい」というクラブとはお付合いは考
えた方がいいと思います。国際活動は気長に・着実に・
そのうち・結果が出るものです。まず一歩を踏み出しま
しょう。 

本日はありがとうございました。 

 

◎ニコニコ箱報告 

・入会記念内祝 東村君（勤務したかった高槻支店、以前よ 

り入会したかったロータリーへの入会です） 
・東村さん入会おめでとうございます。今後ともよろし 

くお願いします。             藤井君 
・東村会員をお迎えして。          橋本君 
・会長卓話の千さんは、当クラブの故田宮パストガバナ
ーとガバナーの同期で本部のアナハイム海外研修で一
緒でした。又、今日庵も見学しました。懐かしかった
です。                  生駒君 

・河合さん、ゴチになりました。       稲富君 
・東村さん、ご入会おめでとうございます。  入谷君 
・生駒さん、久しぶりの例会楽しんでください。先般は
お世話になりました。           川畑君 

 

        本日の合計  ￥ 35,000- 

      7/1よりの累計  ￥2,288,000– 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎R 財団への寄付 

 伊藤 智秋 君 ￥5,000-  
（卓話を聞いて頂いてありがとうございました） 

川畑 孝彦 君 ￥5,000- 

 

        本日の合計  ￥  10,000- 

      7/1よりの累計  ￥755,000- 

           一人当たり平均 ＄132.83 

 

◎米山奨学会への寄付 

 生駒 俊雄君 ￥10,000- 入谷 治夫君 ￥5,000- 

 

        本日の合計 ￥  15,000- 

      7/1よりの累計 ￥ 552,500- 

          会員より ￥305,000- 

         ｸﾗﾌﾞより ￥247,500- 
                       一人当たり平均 ￥11,276-  

 

 

 


