
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

８月は会員増強・新クラブ結成推進月間 

 
◎ ソング・・・それでこそロータリー 
◎ 卓話  
   IAC 研修報告   

青少年奉仕委員会 委員長 小阪大輔君 

   RCBB 会長就任報告会 

国際奉仕委員会  委員長 伊藤智秋君 

 

◎ 例会後の行事 

 第 1 回情報集会 18：00～18：30 

 新入会員歓迎会 18：30～20：30 

            （於：つきの井） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3086 回 本日（8/30）の例会 

（1/20）の例会 

 

◎ 国歌・・・・君が代 

◎ ソング・・・奉仕の理想 

◎ 誕生・結婚・入会記念月御祝 

◎ 創業記念月御祝 

◎ 親睦会報告、私の履歴書（松下浩章君） 

◎ 例会前の行事 

   9 月度定例理事会 （11 時より開催） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3087 回 次週（9/6）の例会 

No.8    2017 年 8 月 30 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 

  54 名   47 名  92.16 ％ 

前々回例会補正後出席率  94.00 ％ 

但し、 Mup 3 名   欠席者 3 名 

出席規定適用免除有資格者  4 名 

 

 

 

 

 

◎8/23出席報告 

先週（8/23）の例会から 

◎ビジター・ゲスト           計 2 名 
 高槻中学高等学校インターアクトクラブ 
        齋藤 惟成 君 

長島 拓海 君 

◎会長の時間   
明日から 6 名で姉妹クラブのマレーシアブキビンタンロ

ータリークラブの会長就任式に出席するため、行ってきま
す。 
 いろいろ調べてみると、「姉妹クラブ」「友好クラブ」 
「twin club」に 定義はないようです。 
各クラブは、海外のクラブと「姉妹クラブ」、「友好クラ

ブ」、「Twin Club」といったような名称で長期的な友好関係
を築いています。その主な目的は国際親善と親睦活動の推
進にあります。海外クラブと緊密な友好関係を築くことに
より、両国のクラブは共同で相手国あるいは第 3 国で WCS
プロジェクトに取組む機会も生まれてきます。カテゴリー
は違いますが、近隣諸国との国際交流の場として、定期的
に開催されている日韓親善会議や日台親善会議がありま
す。 
ロータリアンとその家族はどなたでも両会議に自由に参

加出来ますので、両国の姉妹クラブ会員がこれらの国際
会議に一緒に参加することにより、国際交流の輪が一段
と広がる機会になっています。 
こんなことが書かれてありました。 
 
今回の予定下記です 
 
8／24  11 時のマレーシア航空 53便で関空出発 
     16時 45分クアランプール到着  

RCBBメンバーの出迎え ウエルカムパーティ 
8／25  朝ホテル出発 BBRC メンバーと市内観光 

18 時ウエルカムパーティ 
2 日目（青のポロシャツ着用） 

      終了後 ホテル 
 

  

  

  

 

 

  

高槻ロータリークラブ 
２０１７～２０１８ 
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8／26  ロータリースクエアと孤児院見学 
      夕方より 会長就任式に参加 

   18 時から 21時 30分 （正装） 
8／27  市内観光 空港まで送迎 

22:20 マレーシア航空 52  にて帰国の途 
8／28  6時 20分 関空到着 
 

◎幹事報告 

・高槻市消防本部より、平成 28 年度消防年報が届いて

おりますので、後方テーブル置いております。 

・地区より大阪府交通対策協議会「秋の全国交通安全運

動」ポスターが届いております。後方テーブルに置い

ております。ご参照ください。 

・茨木西 RC より概況報告書が届いております。後方テ

ーブルに置いておりますので、ご覧ください。 

役となり、財界の有力者となりました。海外視察の機会
を通じて、ロータリークラブの奉仕精神に感銘を受け、
日本で始めて東京ロータリークラブを設立し初代会長
となりました。 

1924 年には銀行を退き、三井信託銀行を創立、初代
代表取締役となりました。関東大震災・政治・経済・大
戦という難しい時代、医療・福祉・教育・農業の各分野
に尽力し、青山学院初等部創設・貴族議員、と終生社会
貢献に身を置き、1946年(昭和 21年)に亡くなられまし
た。奇しくもロータリー創始者ポールハリスも、その翌
年に亡くなっています。 
ここで米山梅吉と米山奨学についてのビデオを纏めま
したのでご覧下さい。 

（～ビデオ放映～） 
2017年、本年は米山奨学の 50 周年にあたります。 

米山奨学への寄付金は、定額とし各クラブ、年会費から
年間一人あたり 5000 円の特別寄付と、会員個人の判断
による普通寄付の 2 本立てと、なっています。2660 地
区では片山ガバナーの方針で、普通寄付 5000 円、特別
寄付 25000円の合計 30000万円が、寄付の目標となって
います。米山奨学事業は国際的な人材育成事業であり、
受入ホストクラブの会員みんなで奨学生を育て、人材育
成を味わって行く事業ですが、それを実現するために最
も必要なのが、30000円が目標の寄付という趣旨です。 

（～資料ガバナー月信～） 
お手元にお配りした資料は、研修会でも配られた、各

クラブからの寄付状況一覧です。昨年度の 2660 地区ホ
ームページのガバナー月信にも記載されていました。ガ
バナー月信についてですが、RI はもちろん地区内の動
静が、解りやすく記載されています。また各クラブ出席
率・各種補助金や寄付の資料等、数字の意味でも地区の
様子が解りますので、是非一度ご覧下さい。ちなみに以
前取り組みました「My Rotary」の登録状況も載ってい
ます。今でも地区の登録目標 50%を超えた数少ないクラ
ブとして・・・80 クラブ中 8 クラブ・・・青線入りで
載っています。 
先ほど梅吉とポールハリスが同年生まれで、享年もほ

ぼ同じと申しました。ポールハリスの死後、世界のロー
タリアンがハリスの功績をたたえ、ロータリー財団の国
際奨学金制度が誕生しました。一方米山梅吉の功績を記
念して作られた米山奨学。縁を感じます。国際は財団寄
付、日本人は米山をと言うような、日本人としての誇り
を感じます。この二つの事業は内容も中身もすこし違い
ますが、日本のロータリアンにとって、大きな２本柱で
はないかと思います。 
対中、対韓と言う問題はありますが・・・この辺の

Q&Aは本日お配りしたロータリー米山豆辞典、27ページ
に説明があります・・・ 
我々高槻ロータリーが大切に育てている「いのちキラキ
ラ食栽活動」同様、多くの日本中のロータリアンが関わ
った米山奨学に対しての想い、体験や功績、成果をあだ
やおろそかに出来ないかな、と思います。 
隣人との付き合いは悔しい事はもちろんありますが、

ビデオの中の中国人留学生が言っていた、「個人の交流
が国の交流を変えていく」と言っていたのが心に残りま
した。皆さんはいかがでしたか? 悔しいし、道のりは
険しいけど、それでも日本人らしく、誇りを持って、ア
ジアの同胞を作って行く事で、少し変わるかも、と思い
ました。 
高槻ロータリークラブは、2660 地区には入谷さん・

伊藤さん・石田さん・小坂さんと我々を代表する素晴ら
しい人材を送り出しおのおのの委員会で活躍されてい
ます。松尾さんはガバナー補佐に選ばれました。事業で
はいのちキラキラ食栽活動・地区 80 クラブ中 8 クラブ
しか無いインターアクト支援事業・記念事業としての 
青少年奉仕ロータリー未来塾・ブキビンタンをはじめ 

 

 

 

◎委員会報告 

〇高槻中学・高等学校インターアクトクラブより報告 
 齋藤 惟成君、長島 拓海君が来訪され、8 月 3 日～  

  6日に実施されたインターアクト海外研修（香港マ
カオ）についての報告がありました。 

 

 

 

 

 
〇本多会員より奥様のご逝去に伴う葬儀参列の御礼
のご挨拶がありました。 
改めて、心よりご冥福をお祈りいたします。 
 

〇米山記念奨学会          長山 正剛 
 100 円募金の依頼が届いております。回覧いたしま
すのでご協力よろしくお願いいたします。 

 

 

◎卓話  

  「 米山奨学会について 」   長山 正剛 

 
本年度国際交流委員会・米山奨学担当の長山です。

本日は今年 4月に開かれた地区研修会を元に、米山奨
学をテーマにお話ししたいと思います。 
6 年前ロータリーに入会して、解らない事ばかりで

した。今でも大して変わりが無いですが。初めての例
会の時に、机の上に、紙があって、結婚記念日や、誕
生祝いとか書いてありましたが、どうやったらいいの
かなとか思っていました。またロータリー財団への寄
付とか米山奨学への寄付とか書いてあって「マァ、ど
っかに寄付するんやね」という程度の認識で、詳しく
解りませんでした。大体の新入会員の皆さんも同じよ
うな経験ではないかと思います。 
ロータリークラブは 1905年(明治 38年)、弁護士で

あったポール・ハリスによって誕生しまた。日本では
15 年後、1920 年(大正 9 年)、米山梅吉によって東京
ロータリーが創設されました。 
米山梅吉は1868年生まれ･･･ちなみにポールハリスも
同年生まれです････学業優秀で 19 歳からアメリカへ
8 年留学し、その後三井銀行に入行、41 歳で常務取締 



 ◎ニコニコ箱報告 

・先日の葬儀では大変お世話になり有難うございまし

た。         本多 了・泰子様    

￥30,000- 

・入会記念内祝 岩井君、 
小阪君（齊藤君、長島君、忙しい中、 

来会ありがとうございます。） 

・インターアクト海外研修に付添で行ってまいりまし 
た。大変良い経験をさせてもらいました。  藤井君  

・インターアクト長島、齋藤両君、本日は報告ありがと
うございました。明日より 6 名でブキビンタン RC 会
長就任式に行ってきます。         浜田君 

・高槻高校 IACの長島君、齋藤君、報告有難うございま
した。日曜の BBQ欠席で失礼しました。   橋本君 

・20日の BBQは相変わらず楽しい会でした。準備、焼係
などありがとうございました。       井前君 

・先週のバーベキュー忘れていました。申し訳ございま
せん。                  石田君 

・私のつたない卓話をお聴きくださいまして有難うござ
いました。                篠原君 

・高槻中学高等学校インターアクトクラブ長島君、齋藤
君、海外研修お疲れ様でした。報告とても良かったで
す。これからのご活躍を期待しています。  内本君 

 

        本日の合計  ￥ 75,000- 
      7/1よりの累計  ￥516,000- 

  

◎R 財団への寄付 

 岩井 祐造 君 ￥5,000- 小山 彰夫 ￥5,000- 

 
        本日の合計  ￥10,000- 
      7/1よりの累計  ￥240,000- 

           一人当たり平均 ＄42.39 

◎米山奨学会への寄付 

 石田 佳弘君 ￥5,000-  

長山 正剛君 ￥5,000-（つたない卓話を聞いていただいて） 

 内本 繁 君 ￥5,000 

 
        本日の合計   ￥ 15,000- 
      7/1よりの累計   ￥177,500- 
            会員より ￥ 50,000-  

ｸﾗﾌﾞより ￥127,500- 
          

           一人当たり平均 ￥3,480- 

 

 

 

 

とする国際交流事業・世界大会への出席・薬物乱用防 
止などの数々の事業、そして 60 年を超える歴史、伝統。
クラブ会員数とどれをとっても、常に他クラブから一
目置かれる存在だと思います。 
恥ずかしながら「My Rotary」ではないですが、米山奨
学の分野でも同様に一目をおかれる存在であってもい
いかなと思います。 
さすが高槻ロータリー･･･と今後も言われるように。 

 

 

◎卓話   

  「 御朱印ガール 」      篠原 光子 

 

平成 2 年 4 月 4 日第 1795 回例会におきまして、「2
年間のアメリカでの生活」というタイトルで外部卓話
をさせて頂きました。その時は、米国ジョンズホプキ
ンス大学医学部腫瘍学センターで骨髄移植の研究に携
っていたことなどを話題に上げました。 
今日は、私が今、お寺参りをしておりますので、巡

礼について少しお話させて頂きたいと思います。 
京阪神におきましては、西国 33 ヶ所巡りがあり、東

端は岐阜県揖斐町 33番札所・華厳寺、西端は兵庫県姫
路市 27 番札所圓教寺、南端は和歌山県那智勝浦町 1
番札所西岸渡寺そして北端は京都府宮津市 28 番札所
成相寺の 2府 5 県に点在する 33 の観音霊場です。 
また、33 のうち、山の上・山の中腹・平地に各々3

分の 1 ずつ位置し、徳道上人が養老 2 年（718 年）に
開創し、来年 1300年を迎える日本最古の巡礼です。四
国 88 ヶ所と異なり、親しみやすい観音信仰に観光要素
がプラスされているように思います。 
そして、33 ヶ所で頂いた宝印は、極楽へ行くための

印なると言われています。 
参拝のお作法について厳密なルールはありません

が、基本の流れをお話し致します。 
1.山門前で合掌一礼して境内に。 
2.手水鉢で手を洗い、口をすすぐ。 
3.ろうそく（火傷しないために上から）、線香 3本 
（火傷しないため中心から）、賽銭を献納して、納
札を納札箱に収める。 

4.般若心経、十句観音経などを読経。 
5.納経所で納経料を納め、御朱印を頂く。 
6.山門を出、合掌一礼。 
御朱印は、巡礼した証として納経帳・納経軸・笈摺

などに受ける朱色の印で、宝印ともいい本尊の分身と
同じ意味を持ち、本来は写経を収めたときの領収印で
した。したがってスタンプラリーではありませんので、
観世音菩薩を参拝し、修行を行っているという気持ち
を持つことが大切です。 
おのおののお寺に仏像、建築、庭、風景などに見所

があり、巡拝の度に歴史の深さを感じさせてくれます。 
 

 


