
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎出席報告 

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.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 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 

 
 

    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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3079 回 本日（7/5）の例会

（1/20）の例会 

 

  ◎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 

    決算理事会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3080 回 次週（7/12）の例会

第 3014 回次週（1/27）の例会 

No.1  2017 年 7 月 5 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 

先週（6/28）の例会から 

7 月度 記念月御祝 

◎誕生記念 

   入谷 治夫君   長山 正剛君         

  古川 大介君   上村富美男君         

 

◎結婚記念 

   稲富博文・美枝ご夫妻    41 周年 

 

◎入会記念 

   長山 正剛 君       7 周年 

   内本  繁 君       5 周年 

   藤田 貴子 君       5 周年 

   藤松 功治 君       3 周年 

   川脇  健 君       3 周年 

   大木 城司 君       2 周年 

   稲富 博文 君       2 周年 

   上村 富美男君       1 周年 

   白石 純一 君       1 周年 

7 月度 創業記念月御祝 

 

 内本 繁 君  Ｓ22.7.25   

         高槻商工会議所    70 周年 

 西本恵美子君  Ｓ23.7.1 

         学校法人西本学園   69 周年 

 大木 城司君  Ｈ19.7.28 

         大木歯科医院      10 周年 

       

◎ビジター              計 0 名 

 

会員数 出席者数 出席率 

  52 名   48 名   91.67 ％ 

前々回例会補正後出席率 100  ％ 

但し、 Mup 4 名   欠席者 0 名 

出席規定摘用免除有資格者 2 名 
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高槻ロータリークラブ 

 

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


 

         

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

◎幹事報告 

・7 月のロータリーレートは、１＄＝111 円です。 

・高槻シティハーフマラソン大会実行委員会より来年
も実行委員会への参画と運営協力依頼の文書が届
いております。第 26 回高槻シティハーフマラソン
大会は平成 30 年 1 月 21 日（日）開催予定です。 

・高槻西 RC、大阪なにわ RC、大阪御堂筋本町 RC、
大阪城東RCより次年度例会変更休会のお知らせが
届いております。メーキャップの際は事務局へご確
認ください。 

・本日、新旧クラブアッセンブリーから 18 時より開
催されます。17：30 に西武前より送迎バスが発車
しますので、遅れないようにお集まりください。 

 

◎会長退任挨拶           藤井 敏雄 

 

「この一年を振り返って」 
 

本日をもって、2016～17 年度の活動を終了いたしま
す。皆様のご協力を心から感謝申し上げます。今の私
は、１年間をやり遂げたという気持ちでいっぱいです
が、それは、私がではなく、 また当年度理事会メン
バーがでもなく、皆様全員の方々のご協力でもってや
り遂げたという気持ちでいっぱいです。 
1 年間を振り返ってみましょう。第 1の成果として

あげたいのは、長期戦略を具体的な行動計画として纏
め上げていただいた事です。戦略を持って行動するの
と、そうでないのとでは、大きな差となって現れます。
私の経験では、3年で結果が確認でき 5年後には大き
な成果として、強い組織に生まれ変わります。川面委
員長はじめ、委員会の皆さんに感謝いたします。 
次に財務問題です。これは、週報の電子化と親睦行

事の個人負担を徹底させていただいた事が、大きく寄
与しました。浜田さんの提案が無ければ会費の値上げ
をしなければならないところでした。実行に当たって
は事務局の濱田さんに負うところ大でした。心より感
謝いたします。親睦行事では小阪さんはじめクラブ運
営の皆様に感謝いたします。財務については決算が出
ましてから詳しくご説明する機会あるかと思います
が、目標通りの積み立てができると思います。将来に
明るい方向が見いだせました。 
3 つめは会員増強です。7 名入会、5 名退会という出

入りの激しい結果となりました。世間的に会員減の続
く中、他クラブも増強に力を入れるという環境下で、
毎月理事会で議論するという厳しい取り組みでした 

◎臨時総会 

 定款及び細則変更について審議されました。 

が、伊藤さんをリーダーとして皆様全員が東奔西走いただ
いた結果だと思います。7 月にはさらに 2 名の入会が決ま
っており、将来に手ごたえを感じられるようになりまし
た。ありがとうございました。 
奉仕事業では、大きな収穫がありました。高槻未来塾で

はジャズダンスクラブを支援いたしました。高槻支援学校
の生徒さんも参加されて感動的な行事となりました。ま
た、三島高校ダンスクラブが世界大会で優勝するというお
まけもついて、大成功でした。長年取り組んでいただいて
います松尾さん、河合さんに感謝いたします。 
いのちキラキラ食裁活動では、さらなる進化がありまし

た。幼稚園の現場の先生方がこのプロジェクトを通して、
親子や地域との絆を深めるべく取り組んでおられました。
私共の期待以上の効果を上げています。最初から取り組ん
でいただいています本多さんや社会奉仕の石田さんはじ
めこのプロジェクトに代々関わっていただいた皆様に感
謝します。 
そして最後に、うれしいニュースがたくさんありまし

た。なんといっても倉本さんが旭日双光章を受勲されたこ
とです。朝倉さんに続き当クラブに 2名の受勲者がおられ
ることは大きな誇りです。 
次に松尾さんが 2018～19年度のガバナー補佐になられ

ることです。当クラブでは地区委員として、入谷さん、伊
藤さん、石田さんに出てもらっています。高槻ロータリク
ラブも以前のように名を知られることになるでしょう。 
最後になりましたが、どうしても紹介させていただきた

いのが、生駒さんが体調を回復され例会に復帰されたこと
です。ロータリアンとしての心意気を教えていただきまし
た。末永く元気であられますようお祈りいたします。 
このようにお話いたしますと、本年度の活動は全員で盛

り上げた結果である事をご理解いただいたと思います。本
当に皆さん、この一年ありがとうございました。 

 

◎幹事退任挨拶             入谷 治夫 
 
 幹事の退任にあたり一言挨拶と言いますか、反省と感想
を述べさせていただきます。 
 1 年前の就任の挨拶を振り返ります。ロータリークラブ
は社交クラブで会員各自の我が儘を十二分に尊重される
社会体で、団結力がなく組織体としては弱いとの認識でし
た。そのため幹事がその弱さを吸収できるだけの管理権限
を持たなければならないとの気持ちでありました。 
 振り返って幹事としてその通りのことができたかどう
か、いささか疑問であります。しかし、この 1 年我が儘を
言われる会員もなく、トラブルもなく無事幹事職を務めさ
せていただくことができました。やはり当クラブの会員は
品格があるなと改めて感じた次第です。無事幹事職を終え
ることができたのも、藤井会長、長山副幹事はじめ事務の
濱田さんや会員の皆様のご協力、ご支援のお蔭であると感
謝しております。 
 また会員の皆様にとりまして、この 1 年のロータリーラ
イフを楽しく過ごしていただけるよう、幹事としての役目
を務められたか自問自答している次第です。 私自身はこ
の 1 年会長と一緒に外部に行く機会も増え、また他の団体
との交流で、ロータリーを深く知る機会を得ました。 
 また、素晴らしいロータリアンに会える機会もございま
した。とくに高山右近の献茶会に参列した際にはロータリ
アンでもある千玄室大宗匠にお目にかかり、ご高齢にも関
わらず矍鑠としたお姿にいろいろと学ばせていただきま
した。 
 また年度の締めくくりとしてアトランタの国際大会に
高槻東 RC のメンバーと 10 名で参加してまいりました。 
その際にはナパバレーで大阪 RC メンバーでもある杉本憲
三様の経営されているケンゾウワイナリーを訪問する機
会にも恵まれ、貴重な経験をさせていただくことができま 
した。この 1年の幹事に対する皆様から頂きましたご協力、 
ご支援に感謝し、つたない退任の挨拶とさせていただきま
す。 
 

氏  名 飯島 勝己 

生年月日  S42 年 10 月 2 日 

勤 務 先 三井住友信託銀行㈱ 

自宅住所   〒532-0011 

        大阪市淀川区西中島 1-11-16 

          メゾン淀川 1024号室 

職業分類   信託銀行 

推 薦 者   藤井敏雄 入谷治夫 

趣  味   サイクリング 

好きな言葉又は生活信条 

    為せば成る 為さねば成らぬ何事も 

 

 

新入会員のご紹介 



 

 

◎ニコニコ箱報告 
・入会記念内祝 飯島君（伝統ある高槻ロータリークラブに入会 

させて頂きありがとうございました。） 
・皆出席内祝  朝倉君、 

藤井君（優良出席賞をありがとうございまし

た）、伊藤君（年間優良出席者表彰を頂い
て）、西本君（年間優良出席者表彰ありがとう

ございます。）、大木君（ホームクラブ、親睦会

出席優秀者） 

内本君（年間出席表彰をいただいて。藤井会長

はじめ役員の皆様方 1年間ありがとうございま

した） 
・1年間ありがとうございました。お蔭で無事任期を務 

め終える事ができました。         藤井君 
・会長、幹事、SAA 1 年間ありがとうございました。 
                      伊藤君 
・ゴルフ同好会より 
・藤井会長、入谷幹事、1年間ご苦労様でした。又、理 

事役員の皆様、お疲れ様でした。      浜田君 
・藤井会長、入谷幹事、1年間本当にお疲れ様でした。   
 次年度も宜しくお願いします。       橋本君 
・藤井会長はじめ入谷幹事、理事役員の皆さん、1年間
ありがとうございました。         河合君 

・藤井会長、入谷幹事、1年間ご苦労様でした。生駒君 
・無事幹事職を皆様のご支援ご協力で務めることができ
ました。ありがとうございました。     入谷君 

・会長・幹事・役員の皆様 1 年間お疲れ様でした。社会
奉仕委員会の皆様 1年間ご指導サポートありがとうご
ざいました。無事 1年間乗り切ることができました。
飯島様、御入会おめでとうございます。   石田君 

・1年間ありがとうございました。色々と勉強になりま
した。皆様お世話になりました。      長山君 

・藤井会長を始め役員の皆様、1 年間ご苦労様でした。 
                      西田君 
・深野様（京セラドーム）阪神 VSオリックス戦ありがと

うございました。今後共よろしく。     西田君 
・藤井さんをはじめ理事役員の皆様 1年間ご苦労様でし
た。                   清水君 

 
        本日の合計  ￥ 101,400- 
      7/1よりの累計  ￥3,311,400- 

 

 

 

 

 

 

◎R 財団への寄付 

浜田 厚男君 ￥5,000- 生駒 俊雄君 ￥10,000- 

入谷 治夫君 ￥5,000- 石田 佳弘君 ￥5,000- 

河合 一人君 ￥5,000- 西田 直弘君 ￥10,000- 

西本恵美子君 ￥5,000- 内本 繁 君 ￥5,000- 

 

        本日の合計  ￥  50,000- 

      7/1よりの累計  ￥1,040,000- 

           一人当たり平均 ＄192.95 

◎米山奨学会への寄付 

 生駒 俊雄君 ￥10,000- 石田 佳弘君 ￥5,000- 

 西田 直弘君 ￥10,000- 
 

本日の合計 ￥  25,000- 

      7/1よりの累計  ￥ 717,500- 

            会員より ￥470,000- 

           ｸﾗﾌﾞより ￥247,500- 

                       一人当たり平均 ￥14,643- 

◎変更ご連絡◎ 

深野会員お会社のＦＡＸ番号変更に変更がございます。 

  新ＦＡＸ番号  072-671-4201 （7 月 3日より） 

 

 

 

2017～2018 年度例会プログラム 

    
2017.7.5 

月 日 内   容 例会後の行事 備   考 

7 

5 会長・幹事新任挨拶 定例理事会   

12 委員長活動計画発表  決算理事会   

19 私の履歴書（香西、飯島）     

26 ガバナー補佐訪問   （担当）クラブ運営委員会 

8 

2 私の履歴書（飯田、松下） 定例理事会 ＊会員増強・新クラブ結成推進月間 

9 外部卓話（安満遺跡公園:）     

16 お盆休会 
 8/20 
夏の家族親睦会   

23 卓話（篠原、長山）     

30 
IAC 研修報告（小阪）                     

RCBB 会長就任報告会（伊藤）  
（担当）クラブ組織委員会 

 


