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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
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Ⅳ．みんなの為になるかどうか
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６月はロータリー親睦活動月間
第 3078 回

本日（6/28）の例会

（
）の例会
◎ソング･･･手に手つないで
◎臨時総会
◎会長・幹事退任挨拶
◎年間優良出席者表彰
◎例会後の行事
新クラブアッセンブリー
例会後より
於:例会場
新旧クラブアッセンブリー
18：00 より 於：山水館
17：30 送迎バス出発
第 3079 回

名

藤井
石田
清水

敏雄君
佳弘君
利男君

〇ホームクラブ・親睦会出席優秀者
井前 憲司君
入谷 治夫君
片山美智子君
河合 一人君
大木 城司君
先週（6/21）の例会から
◎ゲスト・ビジター
計 3 名
岡本 雄介様
大手前 RC 会長 （建設業）
摂津観光株式会社
佐藤 学 様
株式会社セラフィ
細川 孝子様
◎会長の時間

◎出席報告
51

〇100％出席
朝倉 通憲君
伊藤 智秋君
西本恵美子君
内本 繁 君

次週（7/5）の例会

2017～2018 年度初回例会
◎国歌・・・・君が代
◎ソング・・・奉仕の理想
◎新旧会長、幹事バッジ交換
◎誕生、結婚、入会記念月御祝
◎創業記念月御祝
◎浜田会長、橋本幹事就任挨拶
◎例会後の行事
7 月度定例理事会

会員数

◎年間優良出席者表彰

出席者数

出席率

44 名

87.50 ％

前々回例会補正後出席率
100 ％
但し、 Mup 7 名
欠席者 0 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

「国際大会報告」
今回、高槻東ロータリクラブさんとも一緒に、家族も
含め 10 名のメンバーで、楽しい経験をしてまいりまし
た。アトランタ空港についた途端、ロータリー一色で、
その高揚感に私の家内も圧倒されたようでした。
全世界から 4 万人を超すメンバーが集い（会員数の
3％）
、日本からは 2,200 人超（同 2.5％）大阪地区から
は 147 名（同 4％）
、当クラブからは 7 名（同 14％）
、が
参加いたしました。今回の国際大会では、ビルゲイツや
ゴルフのジャックニクラウスの講演もあったりして、大
変に盛り上がりを見せていました。
国際大会については、先週、伊藤さんから立派なお話
があったようですし、浜田さんから HP に出席報告を載せ
ていただいていますので、今日は、久しぶりに訪問しま
したアメリカについてお話してみたいと思います。

ROTARY

SERVING

ジョン・Ｆ・ジャーム RI 会長

HUMANITY

ニューヨークからアトランタに入ったのですが、ニ
◎優良従業員表彰
ューヨークでまず驚いたのが、私が駐在していました 摂津観光株式会社
頃に比べ著しく治安が良くなっていました。地下鉄は
誰でも乗れる安全な交通機関になっていました。また
ハーレムの一部も安全な街に変わっていました。アト
ランタもそうでした。さびれて危険だったダウンタウ
ンもオリンピックを契機に美しい街になっていまし
た。それを支えているのは、やはり経済の発展だと思
われます。
その次に感じましたのは、ＩＴ社会の進展でした。
飛行場でのチェックインは全てタッチパネルで乗客
がやるようになっています。航空会社の地上職員は、
手荷物を預かる人達がいるだけという有様です。少し
拍子抜けの感がありましたが、多分セキュリティーチ
ェックに人手が取られるという背景もあるのではな
いかと思います。どちらにしても次はアジアの国々が
それを導入すると思います。
そして最後の訪問先であるサンフランシスコでは、
ウーバーというスマホを使ったタクシーシステムを
経験しました。日本では、東京の六本木とどこかの地
方都市で試験的に導入行われているようです。サンフ
ランシスコでは、日本でいう白タク、一般の人が登録
して、空いた時間に車を流しているのです。スマホの
位置情報を使って簡単に利用することができます。日
本の社会も、オリンピックを境に大きく変わると実感
した次第です。
私の家内も機会があればまた参加したいと言って
おります。ほかのメンバーの方々も同様であると思い
ます。皆さま方も、是非国際大会に参加してみられる
よう、お勧めいたします。
◎幹事報告
・2017-18 年度上期会費の請求書をポケットに入れて
おりますので、お振込にてお願いいたします。
・6/28 18：00～新旧クラブアッセンブリーが開催
されます。本日までに 29 名の参加予定ですが、ご
欠席される場合には 26 日（月）迄に事務局へお知
らせください。
当日、西武前より送迎バスが 17 時 30 分に出発し
ます。
・2 月に開催された IM 第 2 組ロータリーデーの報告
書がホストクラブの高槻西 RC より届いておりま
す。各お席に配布しておりますが、参加クラブ欄の
茨木西 RC 会長名の訂正がございますので、ご報告
いたします。
＜正＞ 茨木西 RC 会長 川尻 勝久
＜誤＞ 茨木西 RC 会長 山本 高司
・高槻グリーンライオンズクラブより「北摂児童養護
施設支援」チャリティゴルフ大会のご案内が届いて
おります。ご参加いただきますようよろしくお願い
いたします。
【日時】2017 年 11 月 1 日（水）
【場所】新大阪ゴルフクラブ
【スタート】8：00
・ガバナー事務所より、
「韓日親善会議参加の旅」の
ご案内が届いております。ご参加希望の方は、事務
局へお申し出ください。
【日程】2017 年 9 月 23 日（土）～
1 泊 2 日もしくは 2 泊 3 日
・
「ロータリーフェローズ大阪」
（旧ロータリー財団プ
ログラム修了生の GSE アルムニ会及び PSC の統
合組織）の集い開催のお知らせが届いております。
ご希望の方は事務局へお申し出ください。
【日時】2017 年 7 月 9 日（日）
15：00～16：15 講演会
16：30～18：30 懇親会
【場所】オ・セイリュウ
（大阪市中央区東心斎橋 1-7-12）
【懇親会費】10,000 円（講演会のみは無料）

佐藤

学

様

株式会社セラフィ（さくら薬局） 細川 孝子様

◎卓話

「企業の社歴について」

西澤直紀

企業の社歴について
平成29年6月21日

野村證券株式会社
高槻支店 西澤

世界の社歴200年超企業数
日 本 3937社
ドイツ
1850社
イギリス 467社
フランス 376社
・
・
・
アメリカ 157社

◎ニコニコ箱報告
・皆出席内祝 伊藤君、松下君
・佐藤さん、細川さん、優良従業員表彰を受けられ、お
めでとうございます。
朝倉君
・岡本 大手前 RC 会長、ようこそおいで下さいました。
よろしくお願いいたします。
朝倉君
・国際大会に参加して。優良表彰を受けられ、おめでと
うございます。
藤井君
・アトランタ大会、大変有意義な旅となりました。藤井
会長、入谷幹事、小阪会員それと晴天に感謝します。
浜田君
・佐藤料理長、優良従業員表彰ご受章、誠におめでとう
ございます。
橋本君
・佐藤様、細川様、優良従業員表彰おめでとうございま
す。
入谷君
・国際大会とてもすばらしかったです。皆様もぜひ次年
度以降、参加下さい。
小阪君
・佐藤様、細川様、優良従業員表彰おめでとうございま
す。
小山君
・当社社員 細川孝子を優良従業員表彰として表彰して
頂いた喜びに。
松尾君
・優良従業員表彰ありがとうございました。
長山君
・卓話を聞いていただき、ありがとうございました。
西澤君
本日の合計
7/1 よりの累計
◎R 財団への寄付
浜田 厚男君 ￥5,000松尾 浩 君 ￥5,000-

￥ 73,000￥3,210,000-

伊藤

智秋君

￥5,000-

合計 7212社

本日の合計
￥ 15,0007/1 よりの累計
￥ 990,000一人当たり平均 ＄183.67

※日本は 44.6％を占めます。

日本の長寿企業数
創業年数
1000年以上 21社
500年以上 147社
300年以上 1938社
200年以上 3937社
100年以上 約52000社
合計
260万社

1位 金剛組 西暦578年 天王寺
2位 池坊華道会 西暦587年 京都
3位 西山温泉 慶雲館 西暦705年 山梨

ちなみに
韓国 200年以上はなし 100年以上は2社のみ
中国 150年以上は5社のみ

江戸時代のお金持ちはどんな職業？
その一族は、その後どうなっているか

なぜそうなってしまったのか

◎米山奨学会への寄付
入谷 治夫君 ￥5,000-

長山

正剛君

￥5,000-

本日の合計 ￥ 10,0007/1 よりの累計
￥ 692,500会員より ￥445,000-

ｸﾗﾌﾞより ￥247,500一人当たり平均 ￥14,133-

