
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 
 

◎ 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 本日（9/6）の例会 

（1/20）の例会 

 

ガバナー補佐訪問   於：桃谷樓 

 

◎ ソング・・・四つのテスト 

◎ 委員会例会 

◎ 例会後の行事 

   13：30～クラブ協議会 （於：桃谷樓） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3088 回 次週（9/13）の例会 

No.9    2017 年 9月 6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   43 名  82.69 ％ 

前々回例会補正後出席率 92.31  ％ 

但し、 Mup 9 名   欠席者 4 名 

出席規定適用免除有資格者  2  名 

 

 

 

 

 

◎8/30 出席報告 

先週（8/30）の例会から 

◎ビジター・ゲスト           計 0 名 

  

  

高槻ロータリークラブ 
２０１７～２０１８ 

WEEKLY BULLETIN 

９月度 記念月御祝 

◎誕生記念 

   藤井 敏雄君   西田 直弘君 

   光本 智輝君 

◎結婚記念 

   長井 正樹・慶子ご夫妻    17 周年 

◎入会記念 

   朝倉 通憲君          5 周年 

   馬渕 晴彦君          2 周年 

   早川 博之君          1 周年 

９月度 創業記念月御祝 

  

 藤井 敏雄君 

  サンスター㈱   Ｓ.16.9.3   75 周年 

 古川 大介君  

  ㈱ダイキョウ   Ｓ.43.9     48 周年 

 松下 浩章君 

  ㈱松下建設    Ｓ.44.9.3   48 周年 

 長山 正剛君 

  摂津観光㈱     Ｓ.47.9.4   44 周年 

  

※ 9/13（水）例会後クラブ協議会が開催されます。
各委員会の正・副委員長はご出席ください。 

   （概況報告書をご持参ください） 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◎幹事報告 

・9 月のロータリーレートは１＄＝109 円です。 

・2017-18 年度クラブ概況報告書をお席に配布しており

ます。修正箇所がございましたので、「お詫びと訂正」

を表紙裏に挟んでおります。ご確認ください。 

 また、今年度より会員名簿には個人住所の掲載をなく

し、推薦者、入会日、生年月日を集約しております。 

・高槻まつり振興会より 8 月 5 日（土）・6 日（日）に開

催された「第 48 回市民フェスタ高槻まつり」への協賛

お礼状が届いております。 

・㈱そごう・西武より、西武高槻店に関する事業を 10

月 1 日から㈱H2O に承継するに伴い、2016 年 4 月 1

日付定期建物賃貸借契約等も同じく H2O に継承され

る旨の文書が届いております。   

 

◎会長の時間   

8／24〜28 まで ブキビンタン RCの会長就任式に行っ

てきました。本日は高槻ロータリークラブを代表してお

祝いを申し上げましたのでご披露いたします。 

  

(本文) 

Dear President Rtn Amy King 

  

高槻ロータリークラブを代表してお祝いの言葉を述べ

させていただきます。また、この度新しく会長になられ

た Rtn Amy Kong と新役員さんには心からお喜びの言葉

を贈ります。 

今年の RIのテーマは｛making a difference｝です。 

私たちは昨年度初めて共同事業で、貴クラブのデング熱

撲滅事業と当クラブでの幼稚園児向けての植育援助事業

を立ち上げることが出来ました。 

 このすばらしい経験を活かして更に有効な奉仕活動を

進めようではありませんか。 

 貴クラブと姉妹クラブになって今年で 5年になります。

毎年の相互交流を通じて我々の絆は益々強い物となって

いきます。交流と相互理解で社会に変革をもたらしてい

こうじゃありませんか。 

 最後に Rtn Amy Kong さんと新役員さんのご活躍をお祈

りして、挨拶と致します。 

 高槻ロータリークラブ  

2017-18年度会長 浜田 厚男 

 
(英文) 
Dear President Rtn Amy Kong 
  
On behalf of the Takatsuki Rotary Club, it is with 
great pleasure that I congratulate you on getting 
promoted to the president. 
  
I would also like to express my sincerest delight 
to you in your position as the new President as 
well as to your new executives. 
  
This year, the theme for Rotary International (RI) 
is “making a difference”. 
  
Last year, we were able to establish a new joint 
project with your club’s the Dengue Awareness 
Campaign Project and our club’s Kinder Project. 
  
I believe we should build on this amazing experience 
to implement other effective voluntary services 
together. 
  
This year marks the fifth year of our sister club 
relationship. 
  
Through our mutual exchanges each year, our bond has 
increased in strength overtime. 
  
Let us utilize our mutual exchange and 
understanding to bring a positive change to 
society. 
  
To end, I would like to extend my greetings and 
prayers for success for the efforts of you and your 
new executives. 
  
Atsuo Hamada 
Takatsuki Rotary Club 
2017-18 Fiscal Year President 
  

 

◎卓話 

   「ＩＡＣ海外研修報告」      小阪 大輔 

8/3（木）～8/6（日）の日程で香港マカオに海外研修

に行ってきました。8/4 に香港 IAC,8/5 にマカオ IAC と

環境保護活動やダンスでの交流、手話、ジェスチャーク

イズ等で友好を深めました。 

 

◎委員会報告 

〇社会奉仕委員会              山室 匡史 
 薬物乱用防止キャンペーン活動開催が今週末になりま
した。多くの方のご参加頂きましてありがとうござい
ます。 

 【日時】2017年 9月 3日（日）10：00～14：30 
 【場所】高槻現代劇場 
 午前中に参加される方は 10 時に、午後から参加される
方は 12時 30分にお集まりください。 

 
〇青少年奉仕委員会            小阪 大輔 

高槻高等学校の文化祭が開催されます。4月から中学 
1 年生が共学になったため、当日はチケット制（無料）
に変更になりましたので、事前予約が必要となりまし
た。回覧を回しますので、ご出欠をお知らせください。
よろしくお願いいたします。 

 【日時】2017年 9月 17日（日）9：00～ 
 

   

 

 



  

 

 

 

●8 月 25 日（金） 

市内観光ということでしたが、ロータリーメンバー
の健康食品のお店訪問でした。 

新しい観光スポットにするそうです。 

ボルネオのジャングル等で取れる希少で大変高価な茸
タイガーミルク・マッシュルーム 

ガンに良く効くそうですが日本での代理店は見つから
ないそうです。 

ちなみにここでは販売されておりません。 

この夜にウエルカム・パーティがありました。昨夜
は 50 名、今回は 100 名集合しました。 

ステージのロータリーロゴや背景の作り込みが真似で
きないくらいに凄くて、RCBB のメンバーが数か月前
から練習していたという歌やダンスを披露していただ
きました。 

友好クラブの更新のような調印式がありまして、これ
は RCBB オリジナルの式典のように思います。このあ
と浜田会長がスピーチされ、後藤さんが標準語に通訳
されました。 

マレーシアのロータリアンは日常ではマレー語広東語
英語のちゃんぽんで会話し、最近はビジネスの為に中
国語の標準語を使うようになってきているようで、北
京出身で中国の国立大学を２つも卒業された後藤さん
の中国・標準語はあこがれの的でした。 

「日本の高槻ロータリークラブは標準語が通じる！」
と多くの様々なロータリークラブのメンバーが来られ
て大盛り上がりでした。 

 

●8 月 26 日（土） 

朝から雨でしたがロータリーアワードを見学しまし
た。ビル街の一角にちょっとした庭があってタイムカ
プセルの入った記念碑の上にロータリーマークがそび
え、積み木のような記念碑にマレーシアのロータリー
クラブの名前が書かれた石碑が飾られていました。 

その後、孤児院の慰問 日本ではあまり馴染みのない
事業ですが、沢山のプレゼントを持って行って交流し
ました。 

その夜が本番のブキビンタンロータリークラブの会長
就任式が開催されました。 

総勢 700 名のパーティーは圧巻でした。 

是非来年は皆様も参加されて下さい。とても豪華なパ
ーティーでした。 

英語でスピーチが出来なかったと浜田会長が残念がっ
ておられました。 

韓国の女性ばかりのロータリークラブが一緒に事業を
やりましょうと誘って下さいましたし、コタキナバル
RC は是非ゴルフに来てくださいとの事でした。イン
ドネシアも友好クラブの申し出をして下さいました
し、ネパールのホテル王という方からも是非遊びに来
てくださいと誘って頂きました。 

大変有難いことです。 

 

●8 月 27 日（日） 

この日やっと普通の観光をしまして、帰国の途に就き
ました。 

空港の出発ロビーまで見送って頂き、丁重なおもてな
しを受けて、良い思い出が出来ました。 

 

来年は皆様も是非参加されて下さい。 

そして 10 月にはブキビンタン RC が来日されます。今
回訪問出来なかった方々は交流する良いチャンスだと
思います。 

 

◎卓話 

「ブキビンタンロータリークラブ会長就任式訪問」 

伊藤 智秋 

高槻ロータリークラブの友好クラブであるマレー
シアのブキビンタンロータリークラブの「会長就任
式」に参加して参りました。浜田会長、井前副会長、
入谷会員、西本会員、後藤会員そして伊藤の６名が
参加しました。 

 
●8 月 24 日（木） 

到着すると空港で RCBB のメンバーが迎えて下さい
ました。 

早速写真撮影 すぐに韓国便も到着し写真撮影です。 

その後、夕食との事でしたが、総勢 50 名の大宴会 

カラオケ大会も始まりましたが、私達はホテルに帰り
ました。 

 
 

 



 

  

◎8/20（日）夏の家族親睦会が開催されました。 

「高槻摂津峡 三好の里 BBQ ガーデン」にて会員 17

名、家族 28 名の家族バーベキュー。夏の思い出とな
りました。ドローンにより動画をホームページに掲載
しております。ご覧ください。 

http://www.takatsukirc.org/product/%E5%A4%8F%

E3%81%AE%E8%A6%AA%E7%9D%A6%E4%BC%

9A/ 

 

 

  

 

◎例会後の行事 

  第１回情報集会ならびに新入会員歓迎会 

 

【第 1 回情報集会 18:00～18:30】 

    場 所：つきの井 

    参加者：34 名 

開会挨拶  朝倉研修委員長  

挨  拶  浜田会長  

 情報集会の意義について 

講  話  山室匡史会員  

        「ロータリーモーメント」 

一言スピーチ 大木会員 

【新入会員歓迎会 18:30～20:30】 

司会進行 入谷クラブ運営親睦担当副委員長  

乾杯挨拶 岩井会員 

新入会員挨拶 飯田哲久会員 

 飯島勝巳会員  

松下浩章会員  

随時各会員  歓迎の言葉等スピーチ 

締めの言葉  光本会員  

 

◎第 1 回情報集会 

「ロータリークラブに入会して想うこと」   
山室匡史 

第１ はじめに 

 こんばんは。このたびはこのような場でお話をさせて 

いただく機会を与えていただき誠にありがとうござい
ます。 

これまでの情報集会での講話は入会経験も長く素晴
らしい実績を積まれてきた方々が担当されていました
ので、私のような若輩がこのような場でお話をさせてい
ただくということについては、大変恐縮しております。 

 ただ、今回の企画の趣旨は、若手のロータリアンの立 

場から話をして意見交換の場を持ちたいということで 

したので、私のような者がお話しさせていただくことに 

ついてもご容赦いただければと思います。 

 私が当クラブに入会させていただいたのは 2015 年 3 

月ですので、9 月でロータリー歴は 2 年 6 か月をむかえ 

ます。ですから、当クラブの活動も通して 2 回はみる 

機会があったはずなのですが、残念ながら、日程があわ 

ずに参加できていない活動もあるというのが実情であ 

ります。ですから、今からお話しさせていただくクラブ 

についての感想については的外れな点もあろうかと思 

いますが、その点についてもあわせてご容赦いただけれ 

ばと思います。 

 

第２ 入会したきっかけ 

１） まず、私が入会を志したきっかけからお話しさせ
ていただきたいと思います。一言で言えば、異業種の職
業人の方の考え方を知り、それを自分自身の成長の糧に
したいと考えたことです。 

私は普段は大阪市内で弁護士業務を行っています。日
中は、大阪、神戸、京都などの裁判所を行き来して裁判
官と話をしたり、相手方の弁護士と話をしたりしていま
す。夕方以降は裁判や相手方との面談の結果をふまえて
クライアントと打ち合わせをし、打ち合わせに基づいて
裁判所に提出する書面を作成するという生活をしてい
ます。こういう生活ですから、接する相手はほとんどが
裁判官か弁護士ということになります。もちろん、クラ
イアントの方は弁護士ではありませんから、全く異業種
の方との接触の機会がないというわけではありません。
ただ、打ち合わせの内容は基本的には裁判対応について
のものであり、状況をふまえて今後どう対応していくの
かということが中心で、異業種の業界の動向の変化やそ
れをふまえて何が課題になっているのかということに
ついては、せいぜい雑談の中で出る程度です。 

10 年以上そのような生活をしている中で、最近では、
そういう状況が自分の視野が狭くしてしまうのではな
いかという懸念を持つようになりました。 

実際、日々の裁判の中で裁判官と接していると、裁判
所の建物の外ではおよそ理解されないのではないかと
思われるような考え方を目の当たりにすることもあり
ます。そういう中で、自分自身が知らず知らずに独善に
陥っていないかと不安を感じるようにもなりました。 

そういう背景があって、異業種の人の仕事に対する考
え方を知り、自分自身の成長の機会としたいという気持
ちが強くなっていきました。 

 

http://www.takatsukirc.org/product/%E5%A4%8F%E3%81%AE%E8%A6%AA%E7%9D%A6%E4%BC%9A/
http://www.takatsukirc.org/product/%E5%A4%8F%E3%81%AE%E8%A6%AA%E7%9D%A6%E4%BC%9A/
http://www.takatsukirc.org/product/%E5%A4%8F%E3%81%AE%E8%A6%AA%E7%9D%A6%E4%BC%9A/


 

  

２）入会する前の時点でもロータリークラブの存在は
知っていましたし、さまざまな職業や技術を持つ人が
集まっているのだという印象を持っていました。また、
ロータリークラブ自身が高い職業倫理基準を保つこと
を目的としていますから、ロータリークラブに入会す
れば、意識が高い職業人の方からお話をうかがえるの
ではないかことができるのではないかと思いました。 

 

３）ではなぜ高槻の当クラブを選んだのかということ 

ですが、私が高槻の出身者で、同じ入会するのであれ 

ば地元で活動しているクラブに入りたいと考えたから 

です。 

 

第３ 入会前後の感想 

１） 入会前の印象 

 入会前の漠然としたクラブの印象は、各界の職業人
の方が毎週の例会で集まり、クラブも奉仕の理念をか
かげて地域での具体的な取り組みをがんばっていると
いう程度の抽象的なものでした。 

２） 入会後の印象 

 入会後にその印象が大きく変わったということはあ 

りません。ただ、実際に活動に参加させていただき、 

情報集会などでもいろいろなことを教えていただく中 

で、よりイメージが具体化していったように思います。 

活動面については、昨年度の広報担当の副委員長を
拝命し、取り組みに関する記事のホームページへのア
ップなどを行うことを通じて、当クラブの取り組みの
概観することができて、イメージは明確になってきた
ように思います。 

 また、奉仕理念といっても、クラブ、職業、社会、 

国際、青少年という五大奉仕という部門があるという 

ことも知りませんでしたし、とりわけ職業奉仕という 

考え方に力点が置かれていて、その意味において奉仕 

活動を行う他団体と異なっているということについて 

は、情報集会などを通じて先輩方から教えていただい 

たことだと思います。 

 職業奉仕という点についてですが、私自身も、昨年 

から当クラブを通じて高槻シティ・ハーフマラソンの 

実行委員を拝命し、実行委員会の役員会では法的な課 

題について意見を求められることがしばしばあり、他 

の委員の方から弁護士が参加して意見をいってくれる 

ことが心強いと言っていただけたこともありました。 

本当にそのように思っていただけたのであれば、当ク 

ラブから実行委員として参加させていただいた意味も 

あったと思いますし、当クラブで職業奉仕について教 

えていただいたことへのわずかながらのご恩返しにも 

なったのではないかと感じ、うれしく思いました。 

３） 入会してよかったこと 

 また、日常業務についての気づきをあたえていただ
いているということも、入会してよかったと思うこと
の一例です。たとえば、一昨年の裁判傍聴とその後の
意見交換に参加させていただきましたが、私たち法律
家にとって日常のことであっても、異業種の方からみ
れば非日常のことで非常に印象深いものだということ
を再認識する機会になりました。その後ですが、クラ
イアントとの打ち合わせ時の説明がそれ以前よりも詳
しく説明するようになったり、不安な点について聞き
出して解決方法を探るような傾向が強くなったように
思います。 

他業種の方の仕事への取り組みを知ることができた 

ことも、入会前の期待通りで、入ってよかったと思え
ることでした。たとえば、昨年の「洋食を楽しむ」に
も参加させていただきましたが、ワインと食事の組み
合わせについては専門家が考えつくしているのだとい
うことの一環を鑑みることができて、うれしく思いま 

 

 

した。 

これらの機会は、冒頭でお話ししました、異業種の人 

の仕事に対する考え方を知り、自分自身の成長の機会と
したいという私の希望をかなえてくれるものでした。 

 また、理念的なことをいえば、毎月４つのテストの歌 

をうたいますが、仕事をするときに判断を迷った時にこ 

の歌が頭をよぎり、無意識的に判断に影響を与えている 

と感じることがあります。自分の判断が４つのテストに 

かなっていると思えたとき、独善には陥っていないとい 

う安心感が得られ、よかったと思えました。 

 

現在感じていること 

 これまでは具体的な活動の運営面に携わるというより 

も、他の会員さんが運営する企画に参加させていただく 

ことが多かったので、活動面を具体的にどうやっていき 

たいというところは模索中であるというのが正直なとこ 

ろです。 

 ただ、今期は、社会奉仕委員会として、薬物防止キャ 

ンペーンやいのちキラキラ食栽活動などに関わっていく 

ことになりますし、せっかくの機会ですから、キャンペ 

ーン状況をしっかりとみて、今後に生かせるものが得ら 

れればと思っています。 

また、異業種の方が職業奉仕の観点からどのような取
り組みをしておられるのかということについても卓話な
どである程度のお話はうかがっていますが、さらに現場
でどのような取り組みをされているのかということにつ
いてもお聞きできるような機会が増えていけばうれしく
思います。 

 

長期テーマについての意見 

5 月に戦略委員会からの活動報告があり、長期テーマ
として「品格と活気溢れるクラブ創り」、サブテーマとし
て「クラブを変革させ魅力ある楽しいクラブに」という
テーマ設定がされていました。 

ここで提言されていた具体案として、例会とは別の場
所で夕食会を開催する、観桜会クリスマス会未来塾等に
参加する、同好会単位でイベントを催して外部の参加を
よびかける（同好会を増やす）などが提案されていまし
た。 

私も、親睦活動によって会員同士の関係性が密になる
ことがクラブの活力を引き出す上で重要だと思いますの
で、戦略委員会の提言には賛同します。 

たしかに、昼の例会はオフィシャルな場ですので、な
かなか砕けた話をしにくいという面があるかと思いま
す。それに対して、夕食会であれば、いろいろ踏み込ん
だ話もできるかと思います。 

また、同好会によって趣味を同じくすることも、会員
同士が仲良くなるうえですばらしいことだと思います。 

ただ、私自身の趣味はといえば、ここ何年かはウイン
ドサーフィンぐらいしかやっていませんので、果たして
そういった面でお役にたてるかどうかは、あまり自信は
ありませんが、私にできることはさせていただきたいと
思っています。 

先日バーベキューのときにも話題が出ていたのです
が、同好会等の実施状況について新入会員の方にアナウ
ンスされていないのではないかという点です。 

せっかくやっていることですから、たとえば、同好会
についての実施状況について概要についての資料を毎年
度開始時に配布し、年度途中の新入会員の方には入会時
に最新版を配布するなどしてみてはいかがでしょうか。  

 

 



 

◎R 財団への寄付 

 伊藤 智秋君 ￥5,000- 河合 一人君 ￥5,000- 

 

        本日の合計  ￥ 10,000- 
       7/1よりの累計  ￥  250,000- 

           一人当たり平均 ＄44.16 

 

 

     

 

  

◎ニコニコ箱報告 
・マレーシアより無事帰国しました。伊藤さん、入谷さ

ん、西本さん、井前さん、後藤さんありがとうござい

ました。お疲れ様でした。         浜田君 

・ブキビンタン RC会長就任式参加の皆様、大変お疲れ様

でした。                 橋本君 

・皆様 10月 RCBB 来日時、御協力をお願いします。 

                       伊藤君 

・間もなく 9月となり月間テーマも変わりますが、引き 

続き“会員増強”よろしくお願いいたします!!河合君  

・卓話を聞いて頂いて             小阪君 

 
         本日の合計  ￥ 25,000- 
       7/1 よりの累計  ￥ 541,000-  

 

 

 


