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Ⅱ．みんなに公平か

例会日
例会場

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
毎週水曜日 12:30～13:30
オーロラモール高槻西武６階 多目的ホール TEL 072-684-5379

Ⅲ．好意と友情を深めるか

創

1954 年 6 月 15 日

Ⅳ．みんなの為になるかどうか
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事務所

四つのテスト
Ⅰ．真実かどうか
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藤井敏雄 幹事

入谷治夫

クラブ運営委員長
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５月は青少年奉仕月間
第 3072 回
（

4 月度皆出席表彰

本日（5/17）の例会

藤田 貴子 君
深野 裕一 君
浜田 厚男 君
馬渕 晴彦 君
西本恵美子 君

）の例会

◎ソング････四つのテスト
◎4 月度皆出席表彰
◎卓話
倉本 進 君
テーマ「薬物乱用」
橋本 憲治 君
テーマ「アルコールの裏技
ゼロカロリー」
◎例会後の行事
第 6 回被選理事会

通算 2 年
連続 1 年
連続 12 年
通算 2 年
連続 6 年

先週（5/10）の例会から
計0名

◎ゲスト・ビジター
◎会長の時間

第 3072 回

次週（5/24）の例会

◎ソング････我等の生業
◎外部卓話 高槻警察署交通課長
水谷 誠 様
※ 5 月 31 日
例会場変更 → 桃谷樓
例会後
情報集会
新入会員歓迎会

◎出席報告
会員数
51

名

出席者数
40

名

出席率
87.23 ％

前々回例会補正後出席率
97.92 ％
但し、 Mup 6 名
欠席者 1 名
出席規定摘用免除有資格者
3
名

人類に奉仕するロータリー

「青少年奉仕」
5 月は青少年奉仕月間です。ガバナー月信によりますと、
青少年奉仕に最初に取り組んだのは、ニューヨークのロータ
リークラブで 1920 年のことでした。教育、衛生、職業分野で
青少年の育成を図る、簡単に申しますと非行少年対策でした。
大成功をおさめ、ＲＩでもこの分野の奉仕活動に力を入れて
きました。現在では、交換留学生ライラ、インターアクト、
ローターアクトなど多彩なプログラムが定着し、ロータリー
の中でも価値の高い奉仕分野になっています。
我々、高槻ロータリークラブも、幼稚園児のためのいのち
キラキラ食裁活動、インターアクト、高槻未来塾、小学生の
夏休み研究コンテストなど、主要プロジェクトは青少年にか
かわる分野になっています。クラブ戦略委員会でも、当クラ
ブは青少年奉仕に特化してはどうかとの意見も出ていまし
て、議論中です。
今後についてですが、ＲＩからリスク管理について注意が
喚起されています。イベント中の事故や、ハラスメント行為
が、大きな社会問題となる例が多くなってきているようです。
我々とは関係ありませんが、高槻でもスポーツクラブの事故
が裁判で争われた事もあります。青少年奉仕に注力すること
に私も賛成ですが、今後ご担当になる方には、十分な目配り、
ご配慮を欠かすことの無きようお願いいたします。
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ジョン・Ｆ・ジャーム RI 会長

HUMANITY

◎幹事報告
特にございません。
◎委員会報告
〇クラブ研修委員会
清水 利男
第 4 回情報集会を開催いたします。
西田会員による「高槻 RC の歴史と伝統とは」の講義
のあと、テーブルディスカッションを予定しておりま
す。ご参加くださいますよう宜しくお願いいたしま
す。
日 時：2017 年 5 月 31 日（水）13：40～14：30
場 所：桃谷樓
※この日の例会も桃谷樓での開催となります。
〇クラブ運営委員会
小阪 大輔
第 3 回新入会員歓迎会を開催しますので、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 31 日（水）18：30～
場 所：黒石 高槻店（芥川商店街すぐ）
https://r.gnavi.co.jp/c530100/map/
会 費：￥6,000〇社会奉仕委員会
石田 佳弘
5 月 9 日に西大冠幼稚園で夏野菜の土つくりと植え
込み作業が開催されました。
本日から園児の皆さま、保護者の方及び先生方とと
もに野菜を世話し日々心をこめて育て「いのち」が育
っていく様子を観察することにより、子どもたちの登
園の楽しさにつながるとともに保護者や教師が子ど
もの言動を共感的に受け止め，寄り添って育てていこ
うと感じる「親子の絆」をはぐくんで頂きたいもので
す。

◎卓話
〇「ペットと共に」
松下 喜八郎
犬との出会い
1986 年 7 月頃 月曜日の朝 子犬が会社に迷い込む
自宅には老犬がいたので､子犬を連れて帰り、
名前を(ラン)と付けて
老犬と一緒に飼うことにする
1987 年 11 月に老犬(ジョン)が死亡､15 才で 老衰でした
田能の高槻動物霊園で､火葬にして共同墓地に
埋葬してもらいました。
残された､ランは､一週間ぐらいは寂しそうにし
ていましたが､ジョンに賎けられて番犬らしく
なっていました
2000 年その後､ランも 15 才の老犬になっており、老衰
で死亡
高槻動物霊園で､火葬にしてジョンと同じ墓地
に埋葬してもらいました。
それから､犬のいない生活が始まり､寂しさを
味わうことになりました。
毎朝の散歩が､犬がいないと出来ないんです､
益々寂しさを感じるようになり、
ランの代わりになる犬を探しましたが､なかな
か見つかりません
2001 年インターネットで､動物の孤児院ハッピーハウス
と言う施設を知り､見学に行く
現在は､財団法人アニマルトラスト(住所､豊能
郡能勢町野間大原）
保護されている数は､約 犬 240 匹 猫 150 匹ラ
ンに､よく似た犬が見つかる 一歳半ぐらいの雌
（リンゴと言う名前がついている）
保護されて一か月ぐらいで､なんとなく寂しそ
うに見える、
相性が合うかどうか散歩してようすをみる、
すこし怖がっているようだが飼うことにする
その後職員の訪問があり、雌犬なので避妊手術
してから連れてくる事になる
犬小屋を新しく作り受け入れ準備をする
一週間ほどして､犬を連れて来てくれました､
三か月ぐらい何かを怖がっているようで、なつ
いてくれなかったですが､だんだん元気になり
甘えてくれるようになりました。
2010 年 10 才の夏ごろから雷を怖がり激しく鳴くように
なる
2012 年 自治会に､犬の鳴き声がうるさいとクレームが
あり､夜は室内で飼うことにする
2013 年 こんどは､猫の鳴き声がうるさい､猫の糞が臭い
と自治会で問題になる
野良猫に餌を与えないようにしようと回覧板
が回る
2015 年 野良猫との出会い
野鳥に餌をやっていたのを､猫に食べられてい
たようで､毎日、野良猫が庭に来るようになる
8 月頃､子猫を 5 匹連れて餌をねだりに来るよ
うになる
2016 年 2 月 地域猫にするつもりで、子猫を 2 匹捕獲し
て､ハッピーハウスに連れて行き避妊手術をし
てもらう、1 匹は雄でした
寒い時期だし 外へ放すのもかわいそうに思
い､犬のケージに入れて室内で飼うことにする
老犬は､元気な猫に刺激されてか､少し元気に
なったように思う
2016 年 7 月 リンゴ 15 才で死亡 老衰でした
高槻動物霊園で､火葬にして､ランと同じ墓地
に埋葬してもらいました。
猫との知恵比べ
ベランダをネットで囲い遊び場を作る

ネットをよじ登って脱走
登れないように､一部分を透明の波板に変更
ネットで天井を作り脱走できないようにする
猫タワーを作り､運動できるようにする
犬とは違った可愛さがあり、夫婦ともに癒さ
れてます､とくに家内のほうが猫に好かれて
います。
ご清聴ありがとうございました。
〇「私の履歴書」

栗木

真吾

・【今の課題】
生産性向上、働き方改革
・【特殊詐欺ご注意】
平成28年度大阪府下の特殊詐欺被害額：約52億円（1633件）
（被害金額は前年度比26％増、件数は前年度比40％増）
被害者：82％が65歳以上、75％が女性

私の履歴書

ポンコツの友（うさぎ）①
三井住友信託銀行 高槻支店
栗木 真吾

ポンコツ人生振り返り
•
•
•
•
•

【氏名】 栗木 真吾
【生年月日】 1966年（昭和41年）11月3日（50歳）
【勤務先】 三井住友信託銀行 高槻支店
【住まい】 大阪市北区中津（単身赴任）
【趣味】 サッカー、ツーリング

• 【会社の源流】 住友信託銀行、中央信託銀行、
北海道拓殖銀行（本州）、三井信託銀行
• 【会社の事業】 銀行業務、マーケット
年金、不動産、証券代行、相続関連、
その他の信託・併営業務

ポンコツの友（うさぎ）②

【会社での経歴】

年月
1989年04月

銀行名

所属

三井信託銀行

名古屋支店

業務内容

個人イベント
結婚

1990年06月

長男誕生
二男誕生

1992年08月

浅草橋支店

法人融資担当

本店営業部

法人融資担当

2003年11月

一宮支店

課長

自宅取得

2005年04月

船橋支店

課長

単身赴任

2006年12月

名古屋駅前支店

課長

2010年01月

札幌支店

次長

2012年01月

名古屋営業部

次長

2013年11月

横須賀支店

支店長

単身赴任

2015年10月

高槻支店

支店長

単身赴任

1994年10月

三男誕生

1996年05月
1996年10月
2000年04月

2012年04月

備考

個人・年金・法人融資

1989年10月

中央三井信託銀行

合併

単身赴任

三井住友信託銀行

合併

吹田スタジアム

◎例会後の行事
5 月度定例理事会
開催日 2017 年 5 月 10 日(水)
13:40～14:40 (於 事務局)
出席者：藤井・朝倉・清水・松尾・川面・片山・小阪・伊藤・
小山・石田・内本・河合・古川・長山
欠席者：入谷・浜田 (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。尚、三島高校ジャズダン
スクラブが世界大会で優勝しましたのでその報告披露会
が現代劇場で実施されました。当クラブに招待があり 21 名
が参加しました。お祝いに 5 万円を持っていきましたので、
事後になりましたが承認をお願いしたい。
<異議なく承認されました>
議案②クラブ戦略計画についての件
議長:本年度のクラブ戦略について川面委員長に今年度
の結果についてご説明お願いします。これをもって理
事会で「良し」とされればクラブメンバーに発表した
い。
川面：<川面委員長より資料に基づき説明有り>
戦略委員会がなぜ必要なのかというところで、世界の
ロータリークラブはどういう状況にあり、高槻ロータリ
ークラブはどうあるべきか?会員１人１人真のロータリ
アンとして何をすべきかを未来に羽ばたく為に何をす
べきか考えてきた。
議長：川面委員長からの提案の中に、会員増強について
目標として会員 100 人とあった。
川面：１人が１人を連れてくれば 50+50 で 100 名となり、決
して不可能な数字でない。
小山：例えばいのちキラキラ食栽活動に入会候補の方に
見学等にかかわっていただくなど、具体的に体験し
ていただき、高槻 RC の活動の良さを理解していただ
ける。そういう取組が増強につながる。 ブラスバンド
なども素晴らしい、感動すると思う。
議長：会員 100 名となると組織の改革や例会場の変更も必
要となる。会員の皆さん全員がこの重要性を理解して
取り組むことを前提に、会員増強目標 100 名とした
い。
川面：会員増強については、推薦者としての自覚や指針
を定める必要もある。高槻 RC の品格や格式も確立し
たい。
清水：推薦したものの１人の反対で入会に至らないという
苦い経験もあった。十分に考え慎重な行動も大切。
議長：今回の二人三脚で、当初、見込み０と言われて反省
した。西田さん岩井さんの助力で香西さん、大木会員
により松下さんが入会いただくことになりました。これ
は小阪さんをはじめ皆さんの連携のおかげだと感謝
している。
議長：財務問題について、クラブ運営会計から年 100 万、
ニコニコ会計から 50 万の積み立てとし、中期的に
1000～1500 万積み立てる。現状では十分に達成で
きると思う。これを確実に行うために、RI から推奨さ
れ、ほとんどのクラブで
実施されているクラブ運営会計とニコニコ会計を別管
理にする事を、早急に導入する。
朝倉：親睦については全員参加の原則としながらも、限ら
れた数もよいのでは。親睦はクラブの大事な事。他ク
ラブでやっている接遇事業なども大いにやってみれ
ばいいと思う。
川面：同好会などの活動を通じての相互理解も活発化さ
せたい。
清水：川面委員長からの提案は、期限は何年間続けるの

のか?
議長：70 周年を目途として、各年度フォローしながらやって
いきたい。
<異議なく承認されました>
議案③優良従業員表彰の件
小山：5 月 31 日の例会が推薦期限、6 月 21 日に表彰。皆
さんには推薦者を出すことを協力お願いします。3 名
程度の推薦は可能だと思っている。
<異議なく承認されました>
議案④会計監査の件
議長：会計監査の仲田会員が休会中につき、羽根田会員
に代わりをお願いしたい。 <異議なく承認されました>
報告事項
●年次報告書の作成依頼の件…今月中に提出お願い
します
●会員住所録の件…10 万弱掛かるが発行するのを良し
として次年度に引き継ぎたい
●倉本会員叙勲の件…お祝いの会は朝倉会員の前例
に従い有志参加で行い、発起人は松尾さんと石田さん
にお願いする
◎ニコニコ箱報告
・誕生記念内祝 田渕君（今後 5 月に再婚すれば記念月が 5 月
に統一されます）、

奥田君、
・結婚記念内祝 古川君、
（ドームで巨人ににっくき菅野をノ
ックアウト。最高。糸井君、ようこ
そ阪神へ）、

早川君、波々伯部君、
馬渕君（辛抱してきました）、松尾君、
光本君（結婚 1 周年！これからも長く続くよ
・入会記念内祝

う頑張ります、結婚生活が長く続くア
ドバイスお待ちしております）、
西本君（入会記念のお祝ありがとうございま
す）、田渕君、

・創業記念内祝 松下君、田渕君、
・三島高校ジャズダンス部おめでとうございます。両親
がお世話になり、ありがとうございました。 藤田君
・いのちキラキラ食栽活動に早朝からご参加頂きありが
とうございました。 石田君
・各記念月の皆さん、おめでとうございます。 河合君
・本日は拙い卓話のご清聴ありがとうございました。
栗木君
・卓話の時間を頂きありがとうございます。
松下君
本日の合計
7/1 よりの累計

￥ 85,000￥2,373,000–

◎R 財団への寄付
藤田 貴子君 ￥5,000- 羽根田茂子君 ￥10,000河合 一人君 ￥5,000- 小山 彰夫君 ￥5,000西本恵美子君 ￥5,000- 奥田 晴基君 ￥5,000山口 誠 君 ￥5,000本日の合計
￥ 40,0007/1 よりの累計
￥795,000一人当たり平均 ＄147.49◎米山奨学会への寄付
栗木 真吾君 ￥5,000本日の合計 ￥
5,0007/1 よりの累計 ￥ 557,500会員より ￥310,000-

ｸﾗﾌﾞより ￥247,500一人当たり平均 ￥11,378

