
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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･････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 本日（7/19）の例会

（1/20）の例会 

 

ガバナー補佐訪問 

◎ ソング････それでこそロータリー 

◎ 卓話 IM2 組 ガバナー補佐 

          近藤 眞道 様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3082 回 次週（7/26）の例会 

No.3  2017 年 7 月 19 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 46 名  90.20 ％ 

前々回例会補正後出席率  93.75 ％ 

但し、 Mup 1 名   欠席者 3 名 

出席規定適用免除有資格者   4 名 

 

 

 

 

 

 

 

◎7/12出席報告 

先週（7/12）の例会から 

◎ビジター・ゲスト          計 0 名 

  

◎会長の時間   

2 回目の会長の時間です。 

ロータリーの出席率についてお話しします。 

今年度の概況報告書を見ていると、2012-13年度が 88.28％、

2013-14年度が 88.90％、2014-15年度が 90.16％、2015-16

年度が 94.86％と年々年間出席率が増加してきております。 

 今年度もさらなる出席率の向上を目指していきたいと思い

ます。そこで、新入会員もこの数年で増えていますので少し

出席率をあげるために、まずいろんなロータリーの会議集会

に参加していただくと、これも出席のメーキャップとなり出

席率も上がります。 

 また違うクラブの例会に出るとこれもメーキャップになり

ますが、たぶん 1 回もやったことがない会員もおられるだろ

うと思います。 

そこで一度地元の西クラブ（木曜日 18時 30分）例会と

東クラブ（金曜日 12時 30分）の例会にメーキャップ 

の練習をしたらいかがかなと思っています。 

 出席率の向上もクラブの活性化につながると思いますので

1 度企画いたしますのでよろしくお願いいたします。 

 

 

 

  

高槻ロータリークラブ 
２０１７～２０１８ 

WEEKLY BULLETIN 

  

            

6 月度皆出席表彰 

該当者なし 

R 財団表彰 

生駒 俊雄君 

  第 6 回マルチプル・ポール・ハリス・フェロー 

西田 直弘君 

第 4 回マルチプル・ポール・ハリス・フェロー 

浜田 厚男君 

   第 3 回マルチプル・ポール・ハリス・フェロー 

河合 一人君 

   第 2 回マルチプル・ポール・ハリス・フェロー 

伊藤 智秋君 

第 1 回マルチプル・ポール・ハリス・フェロー 

入谷 治夫君 

   第 1 回マルチプル・ポール・ハリス・フェロー 

小山 彰夫君 

  ポール・ハリス・フェロー 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◎幹事報告 
・近隣 9 クラブより例会休会変更のお知らせが届いてお

りますので、メーキャップの際には事務局へご確認く
ださい。 

・新入会員選考の書類を各ポケットへ入れております。
異議のある方は 7 日以内にお申し出ください。 

・高槻商工会議所より、専務理事の退任ならびに就任の
ご挨拶が届いております。 

・2016-17 年度 米山奨学生関西学友会会報が届いてお
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。 

・九州北部 豪雨災害に対する義捐金募金の依頼が届い
ております。ご協力よろしくお願いいたします。 

２．ホームページにクラブの活動に関し継続して掲載
行う 

〇クラブ組織常任委員会        河合 一人 
・老・壮・青のバランスを考慮しながら毎年、継続的に
会員増強を図る  

・社会の変化に伴い、職業分類も変化するので常に新し
い職業分類を開拓すると同時に、未充填職種の充実を
図る  

・今年度会員手帳の改正を行い、増強・選考に役立てる  
・会員増強に対する既会員への意識付けを図る  
・退会者防止等の強化 

  

〇クラブ研修常任委員会        朝倉 通憲 
今年度クラブ研修委員会委員長を仰せられました朝

倉です。 
ロータリー情報・雑誌担当副委員長に西澤さん、研修

担当副委員長に石田さん、規定担当副委員長に川面さん
のほか、委員の岩井さん、生駒さんの計 6 人で委員会活
動に当たってまいりたいと思います。 
研修委員会の役割は、ロータリーの基本が楽しいクラ

ブであることを前提に、個々のロータリアンに求められ
る戦略計画にいうところの中核的価値観、つまり親睦、
奉仕、多様性、倫理と高潔性、リーダーシップですね、
これを磨き自己研鑽しながら、長期的にクラブの活性化
と組織強化を実践することであり、そしてクラブの各委
員会の活動が円滑かつ効果的に行えるよう連携・調整す
るのが、その役割と考えます。その上で、会員にはあら
ゆるレベルのロータリー情報を提供していくのが研修
委員会の役割と考えています。 
先般、川面戦略計画委員長が提言された戦略計画で

は、将来の高槻ロータリークラブのビジョンとして「品
格を高め活気あふれるクラブづくり」をテーマに、また、
「クラブの変革と魅力ある楽しいクラブに」を、サブテ
ーマに掲げられました。そして、浜田会長は「個性を生
かし参加しよう」のガバナースローガンを受けて「個性
を考え、親睦・奉仕とは何かを考えてロータリーを楽し
もう」をテーマとされました。つまり「楽輪」ですね。
それに向けた情報を提供したいと思います。 
川面戦略計画で、親睦とは会員同士が理解し合うこと

だといわれています。理解し合うには対話が必要不可欠
です。すなわち対話から親睦が生まれます。逆に言えば
対話がなければ親睦は生まれないということです。 
今年度の具体的活動方針としては、前年来の方針を踏

襲していきます。すなわち、対話を中心に情報集会を年
4 回程度実施するほか、会員すべてにクラブ組織・活性
化のため、ロータリー活動に対する知識情報を提供しま
す。対話を中心とする、例会や情報集会や懇親会の場を
つくります。 
また一方で、今年度ＩＭ2組のロータリーデーの実行

委員長も仰せつかりました。これは本来、ガバナー事業
ではありますがホストの高槻ロータリークラブに丸投
げで、高槻ロータリークラブ独自のロータリーデーにし
たいと思います。基調講演は、中村生命誌館長にお願い
します。各クラブの一押し奉仕事業として、高槻ロータ
リークラブは「いのちキラキラ植栽事業」を発表、紹介
したいと考えています。実行委員のほか全員で来年 2月
17日開催のＩＭ2組ロータリーデーを成功させたいと思
います。 

 
〇職業奉仕常任委員会        松下 喜八郎 
  個人の職業奉仕を支援する事業を行う。  
１．毎月第１例会日に会員の創業記念を祝福する。  

優良従業員表彰を年１回実施する。  
２．工場見学 未定  
３．外部卓話 気づき訓練について 

 

◎委員会報告 

・青少年奉仕委員会          小阪 大輔 
「秋のRYLAセミナー」開催のご案内が届いております。
ご参加のほどよろしくお願いいたします。 
【日程】2017年 10月 7日（土）～9日（月・祝） 
【場所】ホテル阪急エキスポパーク 
【ホスト】豊中 RC 
 
◎各委員会活動計画発表 
〇ＳＡＡ               大木 城司 

 クラブ例会において、気品と風紀を守り、その目的
を発揮できるよう設営に努めたいと思います。 特
に、私語の無い例会や時間厳守に配慮しつつ、活気
ある例会を目指します。ニコニコ箱の管理とその募
金状況の報告等にも鋭意努力いたします。 
 

〇クラブ運営常任委員会        馬渕 晴彦 
（親睦活動） 
 ●知恵を使った品格・誇りのある親睦活動の実施  

～若者・女性の提案による親睦活動の充実  
【年間行事】‥‥年3回の親睦活動を行う  
夏：サマーナイトBBQ大会・子供大会（於：未定）  

若者提案によるイベントを行う  
冬：クリスマスパーティー  

（於：ガーデンシティクラブ大阪）  
女性会員提案により家族中心のイベントを行う  

春：一泊旅行：～高槻に縁のある名所を訪ねて～  
１案：村上三島記念館を訪ねて（愛媛県）  

大原美術館⇒鞆の浦温泉⇒平井郁夫美術館  
⇒村上三島記念館  

２案：荘川桜（高碕達之助）を訪ねて（岐阜県）  
荘川桜⇒電源開発記念館⇒白川郷  
⇒飛騨高山温泉  

【毎月行事】‥‥誕生日・結婚記念日・入会記念日の
披露とお祝いを行う  

（プログラム） 
●一歩踏み込んだ地域貢献の話題を提供 

 （心に残るプロジェクトのため）  
【外部卓話】‥‥年４回ほど故郷高槻関連の卓話  

① 平成31年開設高槻最大の公園に関して 
高槻市役所尼遺跡公園整備室  

② 団体における社会的責任の重要性に関して 
高槻市コンプライアンス室  

③ 高槻での歴史的大洪水＝大塚切れから100年 
を振り返り  

高槻市教育委員会  
④ 槻の繁栄を企業的な立場から  

【内部卓話】‥‥会員全員 15 分の卓話実施 

（会報・広報） 

●ＩＴの活用で会員間のコミュニケーションを図る  
１．SNSで会員間のコミュニケーションの充実  

前期：活用SNSに関するアンケート調査  
後期：調査結果により実施  



 

  
◎ニコニコ箱報告 

・倉本さん、祝賀会おめでとうございます。所用の為、

欠席いたします。申し訳ありません。    浜田君 

・米山功労者、ありがとうございます。    石田君 

・クラブ組織、1年間よろしくお願い致します!!河合君 

 

        本日の合計  ￥ 15,000- 
       7/1 よりの累計  ￥ 268,000- 

  

◎R 財団への寄付 

 生駒 俊雄君 ￥5,000- 井前 憲司君 ￥10,000- 

 石田 佳弘君 ￥5,000- 河合 一人君 ￥5,000- 

 
        本日の合計  ￥ 25,000- 
       7/1 よりの累計   ￥ 110,000- 

           一人当たり平均 ＄19.43 

◎米山奨学会への寄付 

 生駒 俊雄君 ￥5,000-   
        本日の合計  ￥ 5,000- 
       7/1 よりの累計  ￥147,500- 

 
         ｸﾗﾌﾞより ￥ 127,500- 
         会員より ￥  20,000- 

           一人当たり平均 ￥2,892- 

 

 

 

 

収支決算書を入れる 

 

 

 

◎例会後の行事 

  決算理事会 

〇社会奉仕常任委員会        小山 彰夫 
（教育） 
・いのちキラキラ食栽活動  

社会奉仕の事業として主力であり、定着 高槻ロ
ータリーの目玉事業として、さらに拡大 継続し
ていきたい。  

・薬物乱用防止啓発活動  
今年度も動員の見込まれるイベント時、啓発活動
を実施したい。青少年奉仕委員会と連携しインタ
ーアクターにも参加を呼びかける。  

・高槻シティ国際ハーフマラソン支援活動  
例年通り警備中心に支援 

（環境） 
メンバーの意識向上の為、環境についてのクラブフ
ォーラムを実施する。 
 

〇国際奉仕常任委員会        伊藤 智秋 

（国際交流） 

・友好クラブであるブキビンタンＲＣとの更なる交
流を維持する  

・会長就任式への参加継続  
・オーストラリア、マレーシア以外の友好クラブの

模索  
・国際大会（カナダ トロント大会）への会員積極
的参加要請  

・地区国際委員会の動向を注視し、積極的に国際事
業を展開する 

（Ｒ財団） 

・一人当たり＄220以上の寄付を呼び掛ける  
・Ｒ財団への理解を促す 

（米山奨学） 

・一人当たり20,000円以上の寄付を呼び掛ける  
・米山記念奨学会への理解を深めるために卓話など

を行う 

 

〇青少年奉仕常任委員会       小阪 大輔 

１、学校、地区とも連携を図りスポンサークラブとし
て高槻中学・高等学校インターアクトクラブを支
援しサポートしていきます。特に地区が主催する
行事に青少年奉仕委員会メンバーが参加すると
ともに、インターアクトクラブの例会（委員会）
や活動にも必要に応じて出席し適宜アドバイス
を行うなど活動がスムーズに運営されるように
努めます。  

⑴ 地区のインターアクトクラブの主な年間行事予定  

2017. 7 海外研修オリエンテーション  
2017. 8 海外研修（香港マカオ）  
2017.11 年次大会（相愛 大阪RC）  
2018. 3 地区・スポンサークラブ・IAC・IAC顧問

による合同会議  
2018. 3 活動報告書「スクラム」発行  
2018. 6 新入生歓迎会（未定）  

⑵ 高槻中学校・高等学校インターアクトクラブの
例会（委員会）  
木曜日 15:30 ～ 16:30  

⑶ 当クラブの社会奉仕事業に内容と状況に応じて
インターアクトクラブが参加し活動ができるよ
うに配慮します。  

２．従前通り関西大学・大阪医科大学・大阪薬科大学
の三大学医工薬連科学教育研究機構の小・中学校
生の「自由研究コンテスト」への支援をします。 

３．ニコニコキャンプ、ライラへの参加登録を推奨し
ます。青少年交換プログラムは本年度は実施しま
せん。 

 
◎倉本進先生の旭日双光章御受章祝賀会が開催されま
した。 

   日 時：2017年 7月 15 日（土）18：30 
場 所：高槻 URGE 

 倉本先生におかれましては今後益々のご健勝、ご活
躍をご祈念させて頂き、また、私たち後輩のご指導、
ご鞭撻も重ねてお願い申し上げます。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


