
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

９月は基本的教育と識字率向上月間 ／ ロータリーの友月間 

 
 
◎ ソング・・・日も風も星も 

◎ 卓話 

  社会奉仕委員会 委員長 小山 彰夫君 

  「薬物乱用防止キャンペーン活動報告」 

河合 一人 君 

    「習慣について考える」 

◎ 例会前の行事 11 時より 

  ＩＭ実行委員会会議 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3090 回 本日（9/27）の例会 

（1/20）の例会 

 
ガバナー公式訪問 

 
◎ 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 

◎ 国際ロータリー第 2660 地区 

  2017-18 年度 ガバナー 片山 勉 様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3091 回 次週（10/4 ）の例会 

No.12   2017年 9月 27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 

  54 名   41 名   80.39 ％ 

前々回例会補正後出席率  94.23 ％ 

但し、 Mup 2 名   欠席者 3 名 

出席規定適用免除有資格者  2 名 

 

 

 

 

 

◎9/20 出席報告 

先週（9/20）の例会から 

◎ビジター・ゲスト           計 3 名 

  キャリアコンサルタント 渡辺 高伸 様 

  浜田 篤介様  高槻東 RC（産業廃棄物処理業） 

  西島 忠男様  高槻東 RC（不動産管理） 

◎会長の時間  

  
7 月から会長の時間でロータリーの話をしてきました

が本日は少し昔話をします。 
最近よく思い出すのが高校生の時の話です。 

今から 45年前ぐらいです。ちょうど沖縄が返還になっ
て、今まで与論島が最南端でしたが、沖縄までになった
時代の話です。 
物理の時間に先生がこれから数十年後にまずテレビ

が壁掛けテレビになります。それから太陽の力で動く乗
り物ができます。とその当時夢物語のようなことを話し
ていました。物理の先生なので薄膜工学(たぶん液晶技
術）というものが発展してテレビがかなり薄いものとな
り、太陽の力で発電する素子やら温度差で発電する素子
が新しいエネルギーになります。と話されました。 
このような話に目を輝かせていたものでした。 
実際にここ 15年で液晶テレビの普及や太陽光発電 

電気自動車の登場やら現実に現れて夢が現実になって
います。 
20 年前には携帯電話、ましてやスマホなんて考えられ

ませんでしたが今では無くてはならないものになって
います。最近カタログにスマホをかざすと動画が見られ
る技術を最近知ってびっくりしています。こういったも
のを仕事に使えたらすばらしいと思っています。 
私の興味のあるお話もこれからしていきますのでよ

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 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎幹事報告 

・茨木 RC、茨木東 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。 

・地区より「九州北部豪雨災害義捐金」ご協力お礼の

文書が届いております。当クラブからは￥107,000-

が集まりましたが、地区より被災された 2700 地区

へ合計 5,033,251 円を送金されました。ガバナー月

信にて詳細は報告がありますが、8 月 12 日までに

日本中のロータリアンから、33,000,000 円を超える

義捐金が集まり福岡県知事にお渡しする予定との

ことです。改めてご協力ありがとうございました。 

・高槻市健康づくり推進協議会より 9 月 3 日（日）に

開催した「2017 市民の健康・食フェア」への協賛

お礼状が届いております。 

・9 月末でクールビズは終了します。10 月よりネクタ

イの着用をお願いいたします。 

◎ニコニコ箱報告 

・創業記念内祝   古川君（長い間お休みしまして、迷惑おかけ 

しました。今日よりまた復帰しますので、宜 

しくお願いします。久々の聖地 甲子園も今日 
から復帰しますので、高橋、首洗って待っと 
けよ！） 

・渡辺先生、本日は貴重な卓話どうも有難うございまし 
た。今後に活かしていきたいと思います。  坂野君 

・キャリアコンサルタント渡辺様、ありがとうございま 
した。                  浜田君 

・渡辺先生、為にあるお話、誠に有難うございました。 
橋本君 

・渡辺様、卓話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。         松下（喜）君 

・渡辺先生、ご講話ありがとうございました。お時間気 
にして頂きありがとうございます。     大木君 

 
         本日の合計  ￥ 30,000- 
       7/1 よりの累計  ￥ 671,000- 

  

◎R 財団への寄付 

 浜田 厚男君 ￥5,000-君  

 
         本日の合計  ￥ 5,000- 

7/1よりの累計  ￥300,000- 

           一人当たり平均 ＄53.97 

 

 

◎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 髙伸氏 

●従業員一人ひとりが活き活きと主体的・能動的に仕事に取

組み活性化することが、企業の活性化、パワーアップにつな

がる。（個が育つ（活性化））＝組織が育つ） 

●そのためには、企業内であるいはその先の道も含めて従業

員一人ひとりが将来自分はどうなりたいのか、ありたい自

分・なりたい自分（将来ビジョン）を描いていくことが大切。 

●自分の将来像も含めて、自己への気づき（自己理解）がま

ず出発点。自己に気づき、初めて他者に気づき、仕事や職場

に気づく。 

●本人に気づく環境を与えることが大切。気づき・意識・マ

インド研修は教えることではなく育つ（気づく）環境を作っ

てあげること。 

●そのためには、自分自身と向き合い、見つめ直し、考え抜

くことにより生き方・働き方の再考とグループによる話し合

いが最上の学び。 

●一人ひとりが心と行動を変える瞬間を大切に、人間力の向

上を目指す。 

●好ましい職場の風土と適切な人事の制度があり、その上で

気付きをベースに自身のキャリアを主体的に考える場・環境

があって、自立的な人材の育成につながるのではないか。 

 

◎委員会報告 

〇同好会 鑑味会より        川面 智義 
高槻ロータリークラブ 
鑑味会「夏バテを吹っ飛ばそう会」のご案内 

以前より同好会として数か月に１度開催しており
ました鑑味会を久々に復会させる運びとなりました。 
今年は記録的な猛暑が続きましたので、国産天然

鮎、鰻をいただき、お酒で一献交わりながら、夏バテ
を吹っ飛ばしましょう。 
是非、多くの皆様のご参加をお待ちしております。 

 
 【日 時】  2017 年 10 月 4 日（水）18：00～ 
【場 所】  割烹さ々木  

         高槻市高槻町 9-4 
         Ｔ Ｅ Ｌ  072-682-4572        

https://tabelog.com/osaka/A2706/A270604/270
24641/ 

【会 費】  ￥6,000- 
お席に限りがございますので、先着 22名とさせてい
ただきます。 

                

発起人  生駒俊雄 川面智義 西田直弘                    

 
〇青少年奉仕委員会         小阪 大輔 
高槻高校インターアクトクラブより平成 29 年度秋

のクリーンハイクのご案内が届いております。 
当クラブは提唱クラブでもありますので、多くのご

参加を宜しくお願い致します 

【日  時】2017年 10月 1 日（日）9：00～12：00 

【集合場所】高槻高校・中学校 校門前 9時 

【ルート】 高槻高校→高槻市駅→野見神社→ 

城跡公園→芥川桜堤講演→高槻高校 

⇒解散 

【持ち物】軍手、飲み物、タオル、ゴミ袋、 

※動きやすい服装 

                       ２０１7～２０１8 年度例会プログラム                    2017.8.18 修正 

月 日 内   容 例会後の行事 備   考 
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4 ガバナー公式訪問 
 

＊経済と地域社会の発展月間 

11 卓話（藤井） 定例理事会（例会前）  米山月間 

18 私の履歴書（後藤）、卓話（小阪）     

25 卓話（本多・内本）   (担当）職業奉仕委員会 

 

https://tabelog.com/osaka/A2706/A270604/27024641/
https://tabelog.com/osaka/A2706/A270604/27024641/

