
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THE ROTARY CLUB OＦ TAKATSUKI 国際ロータリー 第２６６０地区 

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.ocn.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 浜田厚男 幹事 橋本憲治 クラブ運営委員長 馬渕晴彦 会報担当副委員長 藤田貴子 

 
 

◎ ソング････四つのテスト 

◎ 各委員会委員長抱負、活動計画発表 

◎ 例会後の行事 

    2016-2017 年度 決算理事会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3080 回  本日（7/12）の例会

（1/20）の例会 

 

◎ ソング････Ｒ-Ｏ-Ｔ-Ａ-Ｒ-Ｙ 

◎ 6 月度皆出席表彰 

◎ 卓話 私の履歴書  香西 徳治君 

            飯島 勝己君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3081 回 次週（7/19）の例会 

No.2  2017 年 7 月 12 日 発行 

 イアン H.S. ライズリー RI 会長 

 

 

ＲＯＴＡＲＹ：ＭＡＫＩＮＧ Ａ ＤＩＦＦＥＲＥＮＣＥ～ロータリー：変化をもたらす 

 

会員数 出席者数 出席率 

  53 名   50 名  96.15 ％ 

前々回例会補正後出席率  97.92 ％ 

但し、 Mup 5 名   欠席者 1 名 

出席規定摘用免除有資格者  3  名 

 

 

 

 

 

 

 

◎出席報告 

先週（7/5）の例会から 

◎ゲスト               計 5 名 

 京都乙訓 RC  児島 信様（社会福祉士） 

高槻東 RC  会長 上場俊哉様（粘着剤販売） 

高槻東 RC  幹事 猪俣由宇様（広告業） 

 高槻西 RC  会長 永井和夫様（塗装工事） 

 高槻西 RC  幹事 森本 茂様（木材販売） 

      米山功労者表彰 

 

  倉本  進 君  第 2 回米山功労者 

  石田 佳弘 君  第 1 回米山功労者 

◎会長・幹事バッジ交換 

  

高槻ロータリークラブ 
２０１６～２０１７ 

WEEKLY BULLETIN 
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・近隣 13 クラブより例会変更・休会のお知らせが届い

ております。メーキャップされる際には事務局へご確

認ください。 

・大阪アーバンロータリークラブより秋の RYLA セミ

ナーの記録誌が届いております。後方テーブルに置い

ておりますので、ご覧ください。 

◎会長の時間   
 今年度会長の浜田でございます。 
会長の時間と言えば、まず最初に今月は「○○月間な
ので」という下りからロータリーの話に入りますが手
帳を調べますと、7月は無いのでロータリーのお話は 8
月からにいたします。 
 後ほど会長方針をお話ししますが、今年度の基本的
な方針は、「ロータリーを楽しもう」と考えています。 
みんなが楽しめるすばらしい親睦、奉仕、活動を企画
してロータリーソングにある手にてつないで作る友の
輪を広げていきたいと思っています。 
今年度、最初の企画としましてお酒に「楽輪」の銘

のラベルを貼り来客のお土産に企画いたしました。一
年間よろしくお願いいたします。 

 

◎幹事報告 

・2017-18 年度地区大会のご案内が届いております。

出欠の回覧を回しますので、ご出席の程よろしくお

願いいたします。 

  【日時】2017 年 11 月 10 日（金）～11 日（土） 

  【場所】10 日（金）帝国ホテル大阪 

      11 日（土）NHK 大阪ホール 

  【時間】10 日（金）15：00～セレモニー 

            16：00～分科会Ⅰ、Ⅱ 

               家族の集い、晩餐会 

      11 日（土）13：00～本会議 開会 

・IM2 組 水島ガバナー補佐より退任のご挨拶が届い

ております。 

・三大学医工薬連環科学教育研究機構より「自由研究

コンテスト 2017」のチラシが届いておりますので、

皆様のポケットに入れております。ご覧ください。 

 

 

◎会長就任挨拶             浜田 厚男 

 

2017年７月より高槻ロータリークラブ 64代目の会長
になる浜田です。 
歴史と伝統のあるこのクラブの新しい年度が始まるこ

とにプレッシャーがだんだんと切実になってきて身の引
き締まる日々が続いています。 
 本年度の RI会長のイアン H.S.ライズリー氏のテーマ
は“ROTARY:MAKING A DIFERENCE” ロータリー：変化を
もたらす であります。 
具体的には「ロータリーとは何ですか」という問いに、
私たちは「ロータリー：変化をもたらす」というテーマ
で答えます。それぞれどのような方法で奉仕することを
選んだとしても、その理由は、奉仕を通じて人びとの人
生に変化をもたらせると信じているからです。新しい遊
び場や学校をつくる、医療や衛生設備を改善する、紛争
仲裁者や助産師を研修するなど、私たちはその活動が、
人数が多かろうが少なかろうが、誰かの人生をより良く
しているのだと知っています。ロータリー入会のきっか
けが何であれ、私たちがロータリーにとどまり続けるの
は、ロータリーで充実感を得ることができるからです。 
この充実感は、毎週、毎年、「変化をもたらす」ロータリ
ーの一員であることから湧き出てくるものなのですとい
うメッセージであります。 
 それに基づいて、2660地区の片山 勉ガバナーはスロ
ーガンを“個性をいかし、参加しよう”と定めました。
具体的には 

１． 基本理念と奉仕活動の実践 
２． 戦略計画（将来構想）の推進 
３． （財）ロータリー米山記念奨学会設立 50周年 
４． ポリオ撲滅 
５． 公共イメージ向上 

以上 5つ目標をあげておられます。 
 
次に我がクラブの基本方針を述べたいと思います。 
我が高槻ロータリークラブの個性とは何かを考えて親睦
活動 奉仕活動を実りのある年度にして行きたいと思い
ます。 
 しかし同じやるにも楽しく手に手を取って楽しいロー
タリーを目指したいと思います。具体的には 
 
① IT の活用 活動内容を外への発信も心がける 
② 親睦活動の充実 会員のやってみたいを実現する 
③ 2 月 17日 IM ロータリデーを成功させる 
④ 人材の活用 個性得意分野の掘りおこし 
⑤ 心に残るプロジェクトをやる 
⑥ 会員増強 楽しいロータリーをみていただいて入

会をお願いする 

 

私は歴代会長のようなロータリーについての話はあま
り出来ません。この 1 年間ロータリーの話は少ないと思
いますが、私の興味のある話を中心に会長の時間をさせ
ていただきたいと思っています。 
メンバーがこの１年おもしろかった楽しかったという

ロータリーにしましょう。スローガンは「楽輪」（ロータ
リーを楽しもう）としたいと思います。 
 

 

新入会員のご紹介 

氏  名 飯田 哲久 

生年月日  S35 年 3 月 24 日 

勤 務 先 株式会社ポロ 

氏  名 松下 浩章 

生年月日  S42 年 2 月 2 日 

勤 務 先 ㈱松下建設 

自宅住所   〒618-0014 
        三島郡島本町水無瀬 1-20-14 
職業分類   不動産 
推 薦 者   小阪大輔 大木城司 
趣  味   ゴルフ 
好きな言葉又は生活信条  前向きさ 

 

自宅住所   〒563-0021 
        池田市畑 2-7-10 
職業分類   自動車販売 
推 薦 者   石田佳弘 長山正剛 
趣  味   ﾉｽﾀﾙｼﾞｯｸｶｰ収集・音楽鑑賞 

     

 

 

新入会員のご紹介 



 

 

 

  

◎R 財団への寄付 
藤田 貴子君 ￥5,000- 浜田 厚男君 ￥5,000- 
橋本 憲治君 ￥5,000- 井前 憲司君 ￥10,000- 
石田 佳弘君 ￥5,000- 岩井 祐造君 ￥5,000- 
川畑 孝彦君 ￥5,000- 片山美智子君 ￥5,000- 
河合 一人君 ￥5,000- 西田 直弘君 ￥10,000- 
西本恵美子君 ￥5,000- 白石 純一君 ￥5,000 
篠原 光子君 ￥5,000- 内本 繁 君 ￥5,000- 
山口 誠 君 ￥5,000- 

 

        本日の合計  ￥ 85,000- 

            

◎米山奨学会への寄付 

入谷 治夫君 ￥5,000- 香西 徳治君 ￥5,000- 

内本 繁 君 ￥5,000- 

 

         

            

 

内本君（入会 5年目になりました。これからも 

宜しくお願いいたします。飯田さん、松 

下さん御入会おめでとうございます。）、 
上村君（入会させていただき 1年が過ぎました。 

引き続きよろしくお願いいたします）   
・創業記念内祝   西本君（創業記念のお祝ありがとうございます）、

大木君、 
内本君（浜田会長はじめ新役員の皆様 1年間宜 

しくお願いいたします） 

・浜田新会長ご苦労様です。高槻 RCの発展を祈ります。
京都乙訓 RC 児島様 

・新年度を迎えられたことお慶び申し上げます。浜田会長、 
橋本幹事、高槻 RC の皆様 1 年間宜しく御願い致します。        

高槻東 RC 会長 上場様 
幹事 猪俣様 

・本年度、高槻西ロータリークラブより例会に寄せて頂き
ました。よろしくお願い致します。  

              高槻西 RC 会長 永井様 
                    幹事 森本様 
・浜田年度の門出をお祝いして         朝倉君 
・飯田様、松下様ご入会おめでとうございます。 朝倉君 
・ロータリー新体制を迎えて。ますます繁栄しますように。 
                       坂野君 
・浜田さん、橋本さん新理事会メンバーの皆さん、今年 1 
 年よろしくお願いします。          藤井君 
・東 RC上場会長、猪俣幹事、西 RC永井会長、森本幹事、 
 児島元会長、本日はありがとうございます。いよいよ新 
年度が始まります。皆様よろしくお願いします。浜田君 

・浜田会長はじめ会員の皆様 1年間宜しくお願いします。 
                       橋本君 
・藤井前会長はじめ前年度役員の皆様ご苦労様でした。 
 浜田新会長はじめ今年度の役員の皆様よろしくお願い 

します。                  本多君 
・歴史と伝統のあるロータリークラブへ入会させて頂き 

ありがとうございます。           飯田君 
・副会長を命ぜられました。精一杯努力しますので、よろ

しくお願い致します。            井前君 
・今年度も宜しくお願いします。飯田様、松下様、御入会

おめでとうございます。           石田君 
・浜田会長、橋本幹事、本年度理事役員の方々1年間よろ

しくお願いします。高槻東 RC 上場会長、猪俣幹事、高
槻西 RC永井会長、森本幹事ご就任おめでとうございま
す。                    伊藤君 

・浜田会長他理事役員の皆様、この 1年ご苦労様です。   
                       岩井君 
・浜田会長、橋本幹事はじめ役員理事の皆様よろしくお願

いします。                 片山君 
・浜田会長始め役員の皆様、本年よろしく。   川畑君 
・浜田会長はじめ橋本幹事、理事役員の皆さん、1年間よ

ろしくお願い致します。飯田さん、松下浩章さん、ご入
会おめでとうございます!!          河合君 

・松下さん、飯田さん、入会おめでとうございます。今年
度青少年委員長です。インターアクトへの協力よろしく
お願いします。               小阪君 

・浜田会長、橋本幹事、御就任おめでとうございます。 
                       香西君 
・藤井さん、入谷さん 1年間御苦労様でした。浜田会長、
橋本幹事はじめ役員の皆様、1年間頑張って下さい。 

                       松尾君 
・本日よりよろしくお願い致します。   松下（浩）君 
・飯田様、松下様ロータリークラブへようこそ!! 
 浜田会長、橋本幹事をはじめ新役員の皆様、1 年間よろ
しくお願いします。             長山君 

・浜田会長を始め役員の皆様 1年間ガンバッテ下さい。  
                       西田君 
・浜田会長、橋本幹事以下理事役員の皆様これからの 1
年頑張って下さい。             清水君 

・旧役員の皆様、1 年間お疲れ様でした。新役員の皆様、
1 年間宜しくお願い致します。        篠原君 

 

      本日の合計  ￥ 253,000- 

              

 

 

◎例会後の行事 

  7 月度定例理事会 

 

日 時：2017年 7月 5 日（水） 13:40～14:30 
場 所：例会場 
出席者：浜田、井前、藤井、田渕、大木、馬渕、河合、

朝倉、松下、小山、伊藤、小阪、川畑、橋本 
議事 
１． 8、9月例会プログラムの承認 

 9/20プログラム変更の依頼があり、松下職業奉
仕委員長よりキャリアコンサルタントの渡辺高伸
氏へ「気づきによる個の活性化」と題する外部卓
話（30分）を依頼する旨、説明があり承認した。 
 

２． IM ロータリーデーについて 
 朝倉実行委員長より検討課題の提示があり、検
討の結果、下記の開催時間帯で行う旨、承認した。 
・13:00～13:30 登録受付 
・13:30～16:30 本会議、講演会 
 なお詳細は委員会で作成後、理事会承認にかけ
ることになった。 

 
３． その他 

・いのちキラキラ食栽活動の紹介ビデオを社会奉仕
委員会で作成することを承認した。 

・新入会員に後藤光慧さんを推薦することを承認し
た。（8月初旬入会予定） 

・エレクトーンの明氏への中元を例年通りで承認し
た。 

 

◎ニコニコ箱報告 
・誕生記念内祝 古川君（SAAさん、かたいかたい、たまには 

              ボケてや）、 
長山君（入会、誕生記念ありがとうござい

ました。今後ともよろしくお願いし

ます） 
入谷君、上村君 

・結婚記念内祝  稲富君、 
・入会記念内祝  藤田君（今後ともどうぞよろしくお願いい

たします）、 
川脇君（藤井会長、入谷幹事お疲れ様でし

た。浜田会長、橋本幹事、宜しく

お願い申し上げます）、長山君、 
大木君（飯田さん、松下さん入会おめでと

うございます）、 

稲富君、藤松君、長山君 
白石君（迷っている間に 1年過ぎました。

これからも宜しくお願いします） 

 

引き続きよろしくお願いいたします）  

◎幹事就任挨拶           橋本 憲治 

 

本年度高槻ロータリークラブの幹事を仰せつかりま
した橋本です。 

今年で入会 11 年目を迎えますが、48 歳の若輩者が
歴史と伝統のある当クラブの幹事職を無事務めること
が出来るかどうか本当に不安ですが、会員の皆様のご
指導のもと務めさせていただく所存ですので、宜しく
お願い申し上げます。 

 さて、幹事の最大の仕事は会長方針の具現化にある
と考えておりますが、浜田会長年度の基本方針に基づ
き、高槻ロータリークラブの個性を活かした親睦活動、
奉仕活動の充実を図っていきたいと思います。 

 また、会長の述べられているメンバーがこの 1 年「面
白かった」「楽しかった」といえるロータリーに出来る
よう、微力ながら精進させていただきますので、本年 1

年間、どうぞ宜しくお願い致します。 

 



 ◎R 財団への寄付 

藤田 貴子君 ￥5,000- 浜田 厚男君 ￥5,000- 

橋本 憲治君 ￥5,000- 井前 憲司君 ￥10,000- 

石田 佳弘君 ￥5,000- 岩井 祐造君 ￥5,000- 
川畑 孝彦君 ￥5,000- 片山美智子君 ￥5,000- 

河合 一人君 ￥5,000- 西田 直弘君 ￥10,000- 

西本恵美子君 ￥5,000- 白石 純一君 ￥5,000- 

篠原 光子君 ￥5,000- 内本 繁 君 ￥5,000- 

山口 誠 君 ￥5,000- 

 

      本日の合計  ￥85,000- 

           

◎米山奨学会への寄付 

入谷 治夫君 ￥5,000- 香西 徳治君 ￥5,000- 

内本 繁 君 ￥5,000- 

 

      本日の合計  ￥15,000- 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


