
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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・・・四つのテスト 
◎ 外部卓話 

  「安満遺跡公園について」 

高槻市都市創造部安満遺跡公園整備室 
室長  松本憲道様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3084 回 本日（8/9）の例会 

（1/20）の例会 

 
◎ ソング・・・Ｒ-Ｏ-Ｔ-Ａ-Ｒ-Ｙ 
◎ 7 月度皆出席表彰 
◎ 卓話  長山 正剛 君 
      篠原 光子 君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3085 回 次々週（8/23）の例会 

No.6    2017 年 8 月 9 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   42 名  84.00 ％ 

前々回例会補正後出席率  92.31  ％ 

但し、 Mup 4 名   欠席者 4 名 

出席規定適用免除有資格者  1 名 

 

 

 

 

 

◎8/2出席報告 

先週（8/2）の例会から 

◎ビジター・ゲスト           計 0 名 

  
◎会長の時間  

  
都市連合会（IM)(Intercity Meeting) 

 
 今年度は IMの当番が当クラブとなっています。 
 IMとは近隣都市クラブが集まって開かれるロータリ
ーの会合です。5大奉仕部門をカバーしつつ、ロータリ
ーの特徴やプログラムなどを検討します。クラブ会員全
員参加のこの会合の目的は、会員相互の親睦と知識を広
めることであって、さらに、会員にロータリー情報を伝
え、奉仕理念を勉強するために開催されます。決議や決
定はありません。IMへの出席はメークアップとなりま
す。 
とこのような説明があります。我々の解釈では今まで

基調講演があって次回のクラブを紹介する。まるで地区
大会の 12RC 版のように考えていました。 
 先週来られた近藤ガバナー補佐はそうじゃなく、この
IM というものは例会を 12RC 合同で開催するものと解釈
して下さい。だからたとえば例会のように会員相互の親
睦と知識を広めるような会合にしていただきたいという
アドバイスをいただきました。 
 朝倉委員長の下このような IM にするように皆さんと
作っていきたいと思います。 
 
 

  

  

高槻ロータリークラブ 
２０１７～２０１８ 

WEEKLY BULLETIN 

※ 8/16（水）定款による休会 

※ 8/20（日）親睦ＢＢＱ（15時 30分～18時頃予定） 

於：三好の里バーベキューガーデン 

 15 時 15 分 西武前より送迎バスが出発します。 

  

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


 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ◎幹事報告 

・先日ご協力いただきました九州北部豪雨災害への義捐

金は、￥107,000-集まり、7/26 にお振込いたしました

ことご報告いたします。ありがとうございました。 

・東大阪中央 RC より事務所移転の連絡が届いておりま

す。詳細は事務局へお問い合わせください。 

・全国統一アクトの日のご案内が届いております。多数

のご参加を頂きますようお願いたします。 

 【日 程】2017 年 9 月 10 日（日） 

      12：30 登録開始 

 【場 所】中央区民センター 

      大阪市中央区久太郎長 1-2-27 

 【登録料】無料 

 【締 切】8 月 23 日（水） 

・事務局のお盆休み   8/14（月）～16 日（水） 

②①に対する質疑や感想を入会 5 年未満のフレッ

シュロータリアン何人かに述べてもらい、対話

を通してロータリーを語る 

③その後、新会員の飯田会員、松下（浩）会員、

飯島会員および後藤会員の歓迎懇談会 

 

◎私の履歴書             飯田 哲久 
この度、JCの同期であります、長山さん、石田さんの推

薦により入会させて頂きました、㈱ポロの飯田と申しま
す。 
私は 1960年 3月 24日に東京の下町であります、台東区

根岸で長男として生まれました。3つ違いの弟が一人おり
ます。 
父の転職により、生後半年で大阪にまいりました。高槻

の総持寺に住んでおりましたので、近くの浪商幼稚園から
富田小学校から柳川小学校、高槻３中から柳川中学、高校
は当時ラグビーで少し有名だった枚方啓光学園を経て大
阪学院大学商学部経営学科を卒業しました。 
幼少期より好奇心旺盛で、3歳の頃より祖母が主催する

小唄の会の舞台で小唄を歌ったり、又父からも 3歳の頃よ
りバイオリンを習いました。あまりに厳しい指導だったの
で小学校の高学年で挫折したと記憶しております。 
音楽好きの一家で育った影響が少しあると思いますが、

高校時代はロックに夢中になり、バンドの活動に熱中して
ほとんど勉強はしませんでした。当時の仲間には大阪王将
（イートアンド）社長、文野君がおります。貧乏学生なの
で貸しスタジオは高くて利用できなかったので王将の使
わなくなった、餃子倉庫で日夜練習に励みました。その後
２人ともそろって大阪学院に進学しバンド活動より楽し
いことを見つけました。それはサーフィンでした。 
映画ではビックウエンズディが上映され、サーフィンブ

ームの真っ只中でした。サーフィンに行くには車が必要だ
し、ガソリン代も必要です。そこで授業をそっちのけでア
ルバイトしたのが、栄町の車屋でした。そしてそれが、私
の今の仕事についたきっかけとなりました。２人とも車が
好きだったので、朝から晩までサーフィンの為にアルバイ
トをしたと記憶しております。 
サーフィン、そして当時はやっていたディスコに、学生

ツアーが流行っていたスキーにと、勉強もほとんどせず
に、楽しい学生生活を送っておりました。ところが、常に
行動をともにしておりました文野君が、「俺、お前らと遊
んでられへん、王将に入るわ」と云いだしました。 
「卒業してからでええやん」と散々説得しましたが、彼の
意思は硬かったです。私は一時途方に暮れ大学への足はさ
らに遠くなり、アルバイトとサーフィンに明け暮れまし
た。車が売れると歩合がもらえたので、当時の学生アルバ
イトとしてはかなりの収入だったと思います。 
話は戻りますが、小学校に入った頃バイオリンを習うの

は好きではなくなってましたが、車は大好きで、父のスバ
ル 360、てんとう虫でドライブするのが大好きでした。夜
の高速道路で、車のテールライトの形でほとんどの乗用車
の車の名前を言い当てていたようです。 
他の学生アルバイトよりもたくさん稼げたことと、小さ

い頃から車好きだったこともあり、アホ学生なりに車屋さ
んが天職だと感じていたような気がします。 

4 回生の頃だったと思いますが、アルバイトをしている
車屋の社長がウーロン茶の輸入で失敗し、車屋を続けてい
けなくなりました。その時のバイト仲間と、学生をしなが
ら共同でその店を続けたのが、私の仕事ルーツとなってお
ります。 卒業してどこかに就職する事等は頭の片隅にも
なかったと思います。 
そして留年して 5 回生の時、学生をしながら損害保険会

社の研修生となり保険の勉強をし、さらに留年して 6回生
でやっと卒業して、同時に完全に独立して栄町で店を構え
ました。 
店をオープンさせてからはサーフィンは少し控え、商売

につながる車のレース活動に力を入れるようになりまし
た。 販売だけでなく、レースで勝てる車を作るのも仕事
でした。 
当時、岡山の中山サーキットが全盛期で、販売する車も 

 
 
 

◎委員会報告 

〇ゴルフ同好会 
 高槻３RCゴルフコンペを開催いたします。ご参加の
ほどよろしくお願いいたします。 

 【日 時】2017年 9月 17 日（日）10：12 スタート 
 【場 所】ベニーカントリー倶楽部 
 【会 費】￥10,000- 
 
〇60 周年記念事業          藤井 敏雄 
 高槻 RC未来塾で 2年前に活動支援した大冠高校が、
夏の甲子園 大阪大会決勝に進出し、準優勝という
成績を収められました。残念ながら甲子園出場はな
りませんでしたが、当時 1年生だった生徒が今回主
力メンバーで活躍し、今年の三島高校のダンス国際
大会優勝も含め、未来塾の活動は成果があったので
はないかと自負しています。未来塾もあと2年です。
変わらずに力を尽くしたいと考えておりますので、
ご協力よろしくお願いいたします。 

 
〇クラブ研修ならびにクラブ運営委員会  朝倉通憲 

第 1回情報集会兼新入会員歓迎会を開催致します。
理事会承認後、回覧を回しますが、ご予定ください
ますようお願いいたします。 
【日 時】2017年 8月 30日（水） 

情報集会 18：00～18：30 
歓迎会  18：30～20：30 

【場 所】つきの井 
【会 費】￥6,000- 
【内 容】①山室匡史会員による 
     ロータリークラブへ入会したきっかけ、

要因と感想などの卓話 

新入会員のご紹介 

自宅住所   〒650-0082 

        豊中市新千里東町 2-6-18-401 

職業分類   IT情報通信業 

推 薦 者   浜田厚男 伊藤智秋 

趣  味   ゴルフ 旅行 読書 

好きな言葉   人に尽くす 奉仕 

又は生活信条 

     

氏  名 後藤 光慧 

生年月日  S38 年 1 月 2 日 

勤 務 先 ㈱J＆C SOLUTION 

  



  走り屋が好む車がほとんどでした。KP61スターレット、
サニー、シビック、ジェミニ、27レビン、S30フェアレ
ディ Z、スカイライン、RX７等で 86レビンはまだなかっ
た時代でした。 
 
中山サーキットではおもに、GT-Rオーナーズクラブ主

催の NCHKグランプリと云うレース（Nが中山、Cがサー
キット、H が走ろう、Kか会）に参加しておりました。そ
のレースで優勝するるとカーロードと云う雑誌で取り上
げられました。私自信もドライバーとして勝つために看
板を背負って走っておりました。自慢になりますが、１
回だけシリーズチャンピオンになりました。優勝すると、
同じ仕様の車を作って欲しいという注文が増えるので、
必死で草レース活動を店をあげて続けました。と云うの
も販売と改造の両方で利益をあげられたからです。外車
も好きでしたが、資金が乏しいので揃えることができま
せんでした。 
調子に乗っていたのもつかの間、阪神高速や各所のド

ライブウェイを暴走する車が増え、警察の取り締まりが
非常に厳しくなっていきました。実際に同業者で違法改
造＆改造車販売で摘発される店舗も出てきました。ちょ
うどその頃、第 1 子が生まれたので、独り身ならまだし
も、家庭があるのに摘発されるような商売も具合が悪い
と思い、改造車の販売をやめて、以前から好きだった輸
入車の販売に移行しようと決心しました。ちょうど同じ
頃、鈴鹿サーキットで練習中にスプーンカーブでひっく
り返った事も、『神様に潮時ですよ』と云われた気がした
ので、きっぱりと移行できたと記憶しております。 
輸入車の販売を始めてから、輸入車ブームもあり、バ

ブル景気に乗って、また少々は調子に乗っていたのです
が、バブルがはじけてからは相当苦しい思いもしました。
幸い、高級外車は扱えっていなかったのと、不動産の投
資もあまりなかったので被害は少なくて済みました。JC
の先輩方にも助けてもらいながら、何とかはじけること
もなく現在に至っております。 
それともう１つ、2000年の時に竹村健一著書の「ネッ

ト革命、新世紀への挑戦、孫正義大いに語る」と云う本
を読んで、21 世紀、インターネット元年は明治維新より
もすごい転換期で、デジタル情報革命は、人類 20万年の
歴史のなかで、農業革命、産業革命の次にきた大きな革
命であると記されてあったのを読んで、他社よりも少し
だけ早くインターネットよる情報発信（宣伝、広告）が
出来たのも、はじけなかった要因だと思います。 
派手にやっていた所は何十件も倒産していたことを思

えば運が良かったのかもしれません。 
決して順風満帆とはいえませんが、30数年間営業してこ
れました。とにかく車が好きなので続けてこれたのだと
思いますので、車の事であれば何でもご相談下さい。 
まとまりのない話でお聴き苦しかったと思いますが、

最後までお付き合い頂きありがとうございました。 

 

◎卓話               入谷 治夫 

「地区職業奉仕委員会活動について」 

卓話として皆様の前で話すのは久しぶりです。 

さて何を話したら良いのか急なことでもありまし
たので、ここ 2 年出向しております地区職業奉仕委員
としての活動や感じたことなどお話しさせていただ
きます。 

2 年前に朝倉さんから、引き継いで地区職業奉仕委
員に出向し今年で 3 年目です。ほんとは 2 年で辞めて
当クラブの若い会員の方に行ってもらおうと考えて
いたのですが、次期委員長から、副委員長との指名が
有りましたので仕方なく続けたというのが正直なと
ころです。ロータリーでは頼まれたら NO と言わず引
き受けよということですから。 

今年は委員長を支える立場になり少し忙しくなり
ました。月１回のガバナーオフイスでの委員会の出席
や年数回の地区の会義の準備や運営があります。また
地区の各クラブへの支援もあります。と言っても十数
人の委員がいますので一人当たりの仕事量は多くは 

 

有りません。 

さて地区の委員会へ出向して何のメリットが有るの
でしょうか？ 私自身にとってはロータリーの職業奉
仕について学ぶ機会が得られることと、他クラブの会
員の方と交流、親睦の機会があることでしょうか？地
区の他クラブの活動状況を知ることは刺激にもなり、
また勉強になります。 

前置きが長くなりましたが、肝心の職業奉仕につい
て少しお話させて頂きます。ロータリー歴の長い先輩
方には今更何を言ってるんやということになります
が、少しの間ご辛抱をお願いします。職業奉仕につい
ての卓話をするつもりはありません。 

ご存知のようにロータリーには五大奉仕部門があり
ます。それは 

１．クラブ奉仕  

２．職業奉仕  

３．社会奉仕  

４．国際奉仕  

５．青少年奉仕です。 

しかし五大奉仕の中でも職業奉仕が一番解りづらいと
一般的に言われています。 

当クラブの定款の第６条２項にも次のようにありま
す。 

「職業奉仕は事業および専門職務の道徳的水準を高
め、品位ある業務はすべて尊重されるべきであるとい
う認識を深め、あらゆる職業に携わる中で奉仕の理念
を実践していくという目的を持つものである。会員の
役割にロータリーの理念に従って自分自身を律し、事
業を行うこと、そして自己の職業上の手腕を社会の問
題やニーズに役立てるために、クラブが開発したプロ
ジェクトに応えることが含まれる。」 

これで皆さん職業奉仕部門としてクラブ会員および
クラブがどのような奉仕活動、事業をすべきか解りま
すか？ちょっと分かりづらいですよね。 

地区職業奉仕委員会では、１年前に「ロータリーの
職業奉仕入門 Q&A」を作成しました。これは当時の地
区職業奉仕副委員長の高杉さんが中心になって作成さ
れたものです。ロータリー歴の比較的浅い方を対象に、
職業奉仕について理解を深めてもらうためのもので
す。 

そこできょうはその中の Q&A の一部を紹介させて
頂きます。(内容は長文のため省略) 

 

今日は「ロータリーの職業奉仕入門 Q&A」の一部の
紹介になりましたが、職業奉仕のことがまだ解らんと
言う会員の方は２６６０地区のホームページにアクセ
スしていただき(資料と言う項目をクリック)熟読して
頂ければ幸いです。またその内容について疑問点やお
気づきのことがあれば私の方に連絡をお願いします。
今年はわたしがこの件にについて加筆、訂正の責任者
になっておりますので。 

まとまりのない話になりましたが、ご清聴ありがと
うございました。 

 

◎例会後の行事 

    8 月度定例理事会 



 

 

  

◎R 財団への寄付 

 浜田 厚男君 ￥5,000- 羽根田茂子君 ￥5,000- 

 片山美智子君 ￥5,000- 川畑 孝彦君 ￥5,000- 

 河合 一人君 ￥5,000- 松尾 浩 君 ￥5,000- 
 山口 誠 君 ￥5,000-  

 

        本日の合計  ￥ 35,000- 
       7/1 よりの累計  ￥ 215,000- 

           一人当たり平均 ＄37.98 

 

◎いのちキラキラ食栽活動資金へ寄付 

    本多 了 君  ￥5,000- 

 
 

         ２０１7～２０１8 年度例会プログラム             2017.8.2 修正 
月 日 内   容 例会後の行事 備   考 

8 

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

9 

外部卓話 

（高槻市都市創造部  

安満遺跡公園整備室  

室長  松本憲道様） 

    

16 お盆休会 8/20 夏の家族親睦会   

23 卓話（長山、篠原）     

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 

9 

6 委員会例会 定例理事会 基本的教育と識字率向上月間 

13 
ガバナー補佐訪問   於：桃谷樓 

親睦会報告、卓話（松下浩） 
   ロータリーの友月間 

20 
外部卓話「気づきによる個の活性化」               

（キャリアコンサルタント渡辺高伸様） 
    

27 卓話（後藤、河合）   （担当）クラブ研修委員会 

 

◎ニコニコ箱報告 

・誕生記念内祝 本多君、川畑君、松尾君、山口君 

・入会記念内祝 羽根田君、橋本君、長井君、 
・創業記念内祝  入谷君、河合君（後藤さん、ご入会 
                  おめでとうございます） 

・後藤さん、入会おめでとうございます。ロータリー 

 を楽しんでください。          朝倉君 

・後藤さん、入会おめでとうございます。  藤井君 

・入会をさせて頂きます。これから宜しくお願いしま 

す。                   後藤君 

・後藤さん入会おめでとうございます。今後とも宜し 

 くお願いします。            浜田君 

・後藤さんようこそ高槻 RC へ。ご入会頂いて。橋本君 

・つたない卓話を聞いていただいて。    入谷君 

・卓話をきいて頂いて。          飯田君 

・後藤さん、ようこそ、高槻ロータリークラブへ！ 

皆様仲良くしてください。        伊藤君 

・後藤さんようこそ！よろしくお願いします。片山君 

 

        本日の合計  ￥ 90,000- 
       7/1 よりの累計 ￥ 411,000- 

 

 


