
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

４月は母子の健康月間 

 

◎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 

◎委員長会議報告 

  クラブ戦略計画委員会  川畑 孝彦君 

◎委員会例会 

◎例会前の行事  4 月度定例理事会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3113 回 本日（4/4）の例会 

（1/20）の例会 

 

◎ソング････四つのテスト 

◎卓話 

  馬渕 晴彦君 

   「我が故郷の偉人 ～ 大宅壮一 」 

◎例会後の行事 

  第 5 回被選理事会 

第 3114 回 次回（4/11 の例会） 

No.35  2018 年 4 月 4 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 

  52 名   42 名  84.00 ％ 

前々回例会補正後出席率  95.92  ％ 

但し、 Mup 6 名   欠席者 2 名 

出席規定適用免除有資格者  3  名 

 

 

 

 

 

◎3/28 出席報告 

  

高槻ロータリークラブ 
２０１７～２０１８ 

WEEKLY BULLETIN 

※4/18（第 3115 回） は 

移動例会 観桜会 ⇒4/21（金）～22（土） 

 

 
       ４月度 記念月御祝 

 ◎誕生記念 

   生駒 俊雄君   内本  繁 君 

   早川 博之君   東村 賀文 君 

大木 城司君 

 ◎結婚記念 

   山口 誠 ・紀代子御夫妻    50 周年 

   橋本 憲治・佳世 御夫妻    20 周年 

 ◎入会記念 

   清水 利男君          27 周年 

   浜田 厚男君          14 周年 

   石田 佳弘君           7 周年 

   古川 大介君           6 周年 

   深野 裕一君           2 周年 

   東村 賀文君           1 周年 

創業記念月御祝 

 馬渕 晴彦君  東洋ガラス㈱ 

   M.21.4       130 周年 

小阪 大輔君  ㈱小阪工務店 

    T.4.4.4       103 周年 

 川脇 健 君  北おおさか信用金庫 

         T.14.4.17       93 周年 

 小山 彰夫君  ㈱コヤマカンパニー 

         S.9.4.1        84 周年 

 坂野 信一君  ㈱もりもと 

         S.11.4.5              82 周年 

 波々伯部廣行君 ㈱高槻モータース 

         S.26.4.15             67 周年 

 岩井 祐造君  ㈱イワイ 

         S38.4.1              55 周年 

 飯田 哲久君  ㈱ポ ロ    

         S.55.4        38 周年 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◎会長の時間  

 
今年は桜が咲くのが少し早いみたいです。 

ロータリーでは毎年観桜会を開催していろんな趣向で
桜を鑑賞しております。過去には京都原谷苑、滋賀の海
津大崎、帝国ホテルからの船で桜ノ宮周辺の桜、などな
ど素晴らしい観桜会がありました。 
今年は４月 21日22日に荘川桜を訪ねてというテーマ

で岐阜県に行きます。楽しみにしております。 
私おすすめの 3 大桜は、岐阜県の樹齢 1500年の薄墨

桜で継体天皇が植えられたとされている桜があります。
蕾がピンク、満開で白、散り際には淡い墨色になります。 
次に、写真撮影で行った。吉野高見の郷の千本シダレ

桜これはとても見事で、数日楽しめますのでおすすめで
す。 
最後に地元高槻の当社横の自称「浜田の桜」です。  

27 年前は小さな桜の木でしたが毎年大きくなって見事
に咲いてくれます。本日が満開で見頃なので、ぜひ道す
がらでも鑑賞ください。 

 

◎幹事報告 

・４月のロータリーレートは、１＄＝104 円です。 

・今年度のいのちキラキラ食栽活動の報告書が届き 

ましたので、皆さんに配布しております。ご覧くださ

い。 

・高槻東 RC より例会変更のお知らせが届いております

ので、メーキャップの際は事務局へご確認ください。 

・地区より大阪府交通対策協議会「春の全国交通安全運

動」ポスターが届いております。 

・高槻商工会議所より「70 年記念誌」が届いておりま

す。後方のテーブルに置いておりますので、ご覧くだ

さい。 

・大阪堂島 RCよりＩＭ５組ＦＲ研修交流会の報告書が

届きましたので、後方テーブルに置いております。ご

覧ください。 

 

 

◎高槻東 RC より創立 45 周年記念式典ご案内 

           浜田 篤介様、小田 直 様 

 創立 45 周年を迎え、下記の要項にて記念式典を行いま

すので、多くの会員様のご参加をお願いいたします。 

 （概要は各自へ配布済） 

【日 時】2018 年 5 月 19 日（土） 

13：30～17：30（受付 13：00） 

【会 場】ホテル グランヴィア大阪 20 階（名庭 B） 

  【テーマ】これからのロータリー 

“魅力あるクラブにするために” 

  【タイムテーブル】 

     13：30 開会・挨拶・祝演 

     14：30 記念フォーラム・基調講演 

     17：30 閉会 

  

先週（3/28）例会より 

◎ビジター                2 名 

 浜田 篤介様  高槻東 RC  廃棄物処理業 

 小田 直 様  高槻東 RC  塗料製造機械製造 

 

丸山 俊郎君  丸山眼科医院 

         S.60.4.1           33 周年 

早川 博之君  日本たばこ産業㈱医薬総合研究所 

   S.60.4.1        33 周年 

上村富美男君  ㈱生命誌研究館 

    H.5.4.1         25 周年 

  清水 利男君  大阪経営イノベーションオフィス 

         H.20.4.1              10 周年 

 朝倉 通憲君  元公証人         

H.23.4.1              7 周年 

 東村 賀文君  SMBC 日興証券㈱ 

          H.23.4.1        7 周年 

◎委員会報告 

〇米山記念奨学会            長山 正剛 

 公益財団法人米山梅吉記念館より 100 円募金運動のご

協力依頼が届いております。回覧いたしますので御協力

よろしくお願いいたします。 

 併せまして、関西「米山教室」開校のお知らせが届き 

ましたので、皆さんのポケットに入れております。 

4 月から米山関西学友会は「米山教室」を始めます。 

多国籍で多才の学友会メンバーが語学を始め、様々な教

室を開催します。集めた参加費は寄付活動に使います。 

ご興味のある方は、お申込みください。 

  【日  時】毎週日曜日の 14：00～16：00 

  【参加資格】ロータリー関係の方なら誰でも大歓迎 

  【参加費 】500 円／レッスン 

  【場  所】大阪市天王寺区下寺町 1-3-45 

 

〇写真コンテストについて         清水利男 

御協力いただきまして「高槻ロータリークラブ写真コ
ンテスト 2018」を後方に掲示しております。投票用紙を
お手元に配布しておりますので、お 1 人 10 点まで投票
してください。上位入賞者に景品もご用意したいと思い
ます。来週も掲示しますので、全員の投票を御協力お願
いいたします。 

 

3/28 卓上花 

 

ラナンキュラス 

   晴れやかな魅力 

レースフラワー 

   こまやかな愛情 

スイトピー 

   私を覚えていて 



   

 

 

  

◎卓話 

  岩井 祐造 「 ロータリーへの感謝と思い 」 

私は地元高槻で企業を起こし、長年その経営に携わ
ってきましたが、今や歳を重ねて、経営からほとんど
身を引いているのでございまして、今更ロータリー卓
話をする立場でもありません。何か話をせよとのこと
でございますので、ひとりのロータリアンとして、こ
れまでいろいろとお世話になったロータリーへの感謝
の気持ちと思いを少しお話しさせていただきます。 
私は企業経営がある程度軌道に乗った 41歳のころ、

高槻ロータリークラブに加入させていただきました。
しっかりした経営哲学がないまま、創業以来試行錯誤
を繰り返しながら、そこから企業経営の知識やノウハ
ウを吸収し身に着けてきましたが、これはあくまでも
小さな企業が生き残るために欠かすことのできない知
識やノウハウであって、会社のこの社会における位置
づけまでは考えは及んでいません。幸いにもお寺に定
期的にお参りするとか、家に神棚を設けて毎朝手を合
わせて祈るという習慣ができていたからでしょうか、
ロータリーの考え方や活動は割と素直に理解すること
ができ、ロータリアンとしての活動に喜びも感じまし
た。それ以来長い年月をロータリアンとして過ごし、
奉仕活動や様々な場での仲間の皆様との交流を通じて
学びを深め、企業人としても、ひとりの人間としても
成長させていただいたと、ロータリーには格別の感謝
の気持ちと深い思いを持っております。 
ロータリアンの真髄は奉仕にあり、具体的にはクラ

ブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕、青少年奉仕
の 5 つの奉仕として明文化されており、私も奉仕活動
には多くの思い出があり、クラブ奉仕で新しい会員の
勧誘に奔走したことや、国際奉仕でオーストラリアに
行ったことなど懐かしく思い浮かびます。ただ、私自
身は会社経営という立場もあって、中でも職業奉仕に
特に強い関心を持っており、自分の経営する会社の活
動そのものが社会に役立つ職業奉仕であると言えるよ
うに、特別な思いを持って経営努力を重ねてまいりま
した。ロータリーでは 1910 年アーサー・フレデリッ
ク・セルドンが「最もよく奉仕するもの、最も多く報
いられる」と語っていますが、洋の東西を問わず、「情
けは人の為ならず」で、他人の役に立てぼ巡り巡って
それは自分の幸せにつながるという考え方は世界で普
遍なのでしょう。わが国では江戸時代の商家の家訓に
もよく見られた家訓でもあり、また経営の神様､松下幸
之助さんはこれを端的に｢売り上げはお得意先への役
立ち高である」という短い言葉で表現しました。 
ロータリーが掲げる奉仕活動にロータリアンが熱心

に真面目に取り組むのは当然なことですが、企業経営
者の私がロータリーの考えにもっとも共感する部分
は、その奉仕活動の根本理念だろうと思える「倫理観」
にあり、商売をする身としては「商道徳」でもありま
す。古来、東洋哲学の根本に「倫理」「道徳」があり、
それは「相手の立場に立って考え、相手が喜び相手に
役立つ行為をする」ということで、そこにはユダヤ教、
キリスト教、イスラム教などの宗教に見られる排他性、
非寛容性はありません。キリストが生まれて 2000年以
上を経た現代も、世界は宗教の排他性から生まれるい
がみ合い、争いが絶えません。ロータリーの東洋思想
的な寛容さ、「人の役に立つことファースト」という考
えで、今はやりの「自国ファースト」の排他的考え方
を克服できないものかと真剣に思います。 

国家の倫理はさておきまして、奉仕という理念は

個々の企業の根底にあるべきもっと大切な考え方であ

り、行為であると私は思います。企業というもの、間

違いなく利益を求めて活動し、利益が上がらないこと

には企業の存続もままなりませんが、利益だけを追い 

かける経営が社会的な問題を起こすケースがいつもマ
スコミ報道を賑わしています。企業活動は消費者とか得
意先、仕入れ先などすべての関係先への役立ちが求めら
れるのはもちろんで、そんな考え方を企業の信条として
明文化することも当たり前ですが、これを本物にするの
は経営者から従業員までその信条が噛み砕かれて理解
され、企業活動に実践されていることが必要です。人は
学校で勉強をし、卒業して会社に入り、仕事を始めます
が、社会人として、企業人としての学習はそれから一生
続くのであり、仕事を通じての学習の良し悪しが社員の
人生を左右します。企業内学習では仕事のノウハウは当
然ながら､″最も大切なことは社会人としての倫理観だ
と私は理解し、あらゆる機会をとらえて私は倫理に関連
した話を従業員にしてきましたし、ロータリーの奉仕の
精神が私の背中を押してくれました。 
いつの世も企業の不祥事は多いのかも分かりません

が、最近特に大企業も含めて、企業不祥事がマスコミを
賑わせています。従業員の不祥事も多いのでしょうが、
経営者層の不祥事も枚挙に暇ありません。立派な大学を
出て一流企業やエリート官僚コースを歩む人たちに､経
営学ノウハウの勉強ではなく、「倫理」の勉強がおろそ
かになっているのではないかと危倶されます。およそ経
営者たる者はロータリアンになって、日々ロータリー思
想を勉強してほしいものです。従業員は経営者の背中を
見て学びます。倫理観の優れた経営者はその従業員にも
当然倫理観を植え付けます。そんな企業ばっかりの国に
ならないものかと夢を見ている昨今です。経営者の倫理
観は書籍を読んだり、講習を受けて体得することもある
のでしょうが、一番影響力の大きな学びの場はロータリ
ーのような優れた思想を持った団体に加わって、経営者
仲間の日頃の交流の中で活動し、切瑳琢磨しながら身に
着けるものではないかと思います。 
ロータリーの奉仕の精神が倫理観の話になってしま

いましたが、倫理観のしっかりした経営が企業奉仕にも
繋がり、必ずそれが企業風土となり、関係先にも伝わり、
企業活動もいい方向に回転するのでしょう。そんな企業
風土を目指しながら、最もよく奉仕するものが最も多く
報いられるというロータリー思想の実践を目指して企
業経営に逼進してきました。どの程度達成できたのか、
自分で判断することでもありませんが、これからもロー
タリーで身についた考え方や行動を後進に伝えてまい
りたいと切望しています。 
つたない話にお付き合いいただき、ありがとうござい

ました。 
 
 

◎例会後の行事 

 第 3 回情報集会（13：40～ 於：例会場） 

 

「品格と活気溢れるクラブ創り」 

「クラブを変革させ魅力ある楽しいクラブ」について、

テーブルリーダーのもと意見交換をしました。    

 



 
 

◎R 財団への寄付 

 生駒 俊雄君 ￥5,000- 河合 一人君 ￥5,000- 

 香西 徳治君 ￥5,000-  

 

         本日の合計  ￥ 15,000- 
       7/1 よりの累計  ￥815,000- 

           一人当たり平均 ＄147.97 

 

 

◎米山奨学会への寄付 

 浜田 厚男君 ￥5,000- 生駒 俊雄君 ￥5,000- 

井前 憲司君 ￥10,000- 岩井 祐造君 ￥5,000- 

長山 正剛君 ￥5,000- 

 

         本日の合計  ￥ 30,000- 
       7/1 よりの累計  ￥682,500- 
         会員より  ￥415,000- 

ｸﾗﾌﾞより  ￥267,500- 

           一人当たり平均 ￥13,382- 

 

 

 

 

 

 

 

◎ニコニコ箱報告 

・結婚記念内祝 川脇君（遅くなりました） 

・創業記念内祝 香西君（遅ればせながら記念品をいただき

ありがとうございました） 

・皆出席内祝  山室君 

・本日は貴重な例会の時間を頂きありがとうございま 

す。5月 19日（土）創立 45 周年記念フォーラムへ 

のご参加宜しくお願いいたします。 

高槻東 RC 浜田篤介様 

小田 直様 

・高槻東 RC 45 周年おめでとうございます。 浜田君 

・卓話を聞いていただいて。        岩井君 

・3月度受付担当のクラブ組織委員会の皆様へ 

 お世話をおかけしありがとうございました。河合君 

・大阪場所、皆様御協力ありがとうございました。 

また来年よろしくお願い致します。    長山君 

・高槻東 RC 浜田様、小田様、本日はありがとうござ 

いました。               大木君 

 
         本日の合計  ￥  45,000- 
       7/1 よりの累計  ￥1,762,000- 

  

 

 

          ２０１7～２０１8年度例会プログラム            2018.3.7 修正 

     月 日 内   容 例会後の行事 備   考 

4 

4 委員長会議報告 定例理事会（例会前） ＊母子の健康月間 

11 卓話（馬渕） 被選理事会   

18 移動例会 → 4/21～22 観桜会 4/21～22   

25 卓話（朝倉）   （担当）クラブ研修委員会 

5 

2 休会   ＊青少年奉仕月間 

9 卓話（深野・石田） 定例理事会（例会前）   

16 外部卓話（青少年関係） 被選理事会   

23 卓話（西田）     

30 卓話（羽根田）   （担当）職業奉仕委員会 

6 

6 委員会例会 定例理事会（例会前） ＊ロータリー親睦活動月間 

13 優良従業員表彰、卓話（稲富） 被選理事会 国際大会（トロント） 

20 卓話（田渕） 現ｸﾗﾌﾞｱｯｾﾝﾌﾞﾘｰ   

27 会長・幹事退任挨拶 新旧ｸﾗﾌﾞｱｯｾﾝﾌﾞﾘｰ （担当）社会奉仕委員会 

 


