
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎出席報告 

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 伊藤智秋 幹事 石田佳弘 クラブ運営委員長 河合一人 会報担当副委員長 長山正剛 

 
◎ ソング・・・それでこそロータリー  
◎ 卓話  西本 恵美子 君 

   「DVDによる職場見学のイントロダクション 

シャネル(カール・ラガフェルド) 

2018～2019秋冬オートクチュールコレクション」 

 
◎ 例会後の行事 

       職業見学（例会場） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3138 回 本日（10/17）の例会 

 

◎ ソング・・・日も風も星も  
◎ 卓話  飯島 勝巳 君 
       「   〇〇    」 

       白石 純一 君 

「   〇〇    」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3139 回 次週（10/24）の例会 

No.15  2018 年 10 月 17 日 発行 

バリー・ラシン RI 会長 

 

 

インスピレーションになろう 

会員数 出席者数 出席率 

51 名 40 名 81.63 ％ 

前々回例会補正後出席率  87.76 ％ 

但し、 Mup 3 名   欠席者 6 名 

出席規定摘用免除有資格者 2 名 

 

 

 

 

 

 

WEEKLY BULLETIN 

２０１８～２０１９ 

  

高槻ロータリークラブ 

10 月は経済と地域社会の発展月間 / 米山月間 

先週（10/10）の例会から 

 
◎ゲスト                計 3 名  
 
国際ロータリー第 2660地区 2018-19 年度 

ガバナー   山本 博史 様（大阪南 RC） 
地区代表幹事 宮里 唯子 様（茨木西 RC） 
地区幹事   後藤 謙治 様（大阪南 RC） 

 

◎会長の時間 
 
本日は、ガバナー公式訪問日となり国際ロータリー第

2660地区山本博史ガバナーをお迎えしております。 
山本 博史 ガバナーようこそおいで下さいました。宮

里 唯子 代表地区 幹事、後藤 謙治 地区幹事、ようこ
そおいで下さいました。 
 

 本年度、私共高槻ロータリークラブは創立 65 周年を
迎えます。この時期に松尾ガバナー補佐を擁立すること
が出来ました事を嬉しく思っております。そして今年度
終了直後にインターアクトの高校生等約 100 名を海外
研修に送り出すという大きな事業も抱えております。こ
れも 65 年間、高槻ロータリークラブを作り、育て上げ
て下さった諸先輩方のご尽力と情熱の賜物だと大変有
難く思っております。 

※10/31（水）定款による休会 

※11/7（水）例会場変更（於：梅の花高槻店）  

※11月の誕生・結婚・入会記念・創業記念月御祝は、

11/14（水）例会にて行います 

 

 

9 月度皆出席表彰 

   大木 城司 君  連続 3 年 
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  本日の会長の時間は今月号のガバナー月信のご紹介
をさせて頂きます。 
ガバナーは毎月「ガバナー月信」の発行をされておら

れます。国際ロータリー第 2660 地区の情報を全て共有
することが出来ますので、私達も楽しみにしておりま
す。 
10 月号冒頭には山本ガバナーより丁重な「台風 21号

御見舞い」を頂いております。 
高槻市では、本年 6 月の大阪府北部震災での被害の手

当てが追い付かぬ間に台風 21 号の猛威にさらされ、私
達は思わぬ痛手を被りました。現在、樫田地区ではみご
とに山中の木がなぎ倒され、（山がシマシマに見えるほ
どです）自慢のシイタケ園も川に落ちてしまい、復旧の
目処が立っておりません。 
「御見舞い」は日本全域のことかとも思いますが、ひょ
っとすると高槻市の惨状に当てて頂いたのではないか
と勝手に解釈し、お心づかいに御礼申し上げます。 
そして、高槻市にある 3つのロータリークラブで『大

阪府北部地震復興支援プロジェクト ～児童生徒の通学
時における安全対策の一助のために』では、8 月 28 日
高槻市長に義援金を届けるプロジェクトを行いました
が、その記事が写真とともに掲載されております。 
10 月の強化月間は「米山月間」と「経済と地域社会

の発展」でございます。 
山本ガバナーは、『「経済と地域社会の発展」は、一言

で言えば貧困の撲滅です。世界で未だ貧困の解消が切実
な問題であるということを、我々ロータリアンは今一度
認識する必要があります。』と言われており『ロータリ
ー財団は「経済と地域社会の発展」の分野におけるロー
タリアンの活動のために、グロー バル補助金を提供し
ています。』と述べられておられます。私達も世界で、
地域で、どのような奉仕が出来るかを考えてみる必要が
あります。 
そして、その次の記事は「クラブ職業奉仕委員長会議」

の報告が掲載されております。報告者は私共高槻ロータ
リークラブの入谷委員長です。入谷委員長は高槻ロータ
リークラブの会長エレクトです。 
ＩＭ２組のリーダーである松尾ガバナー補佐始め、地

区「職業奉仕委員会」入谷委員長、「国際奉仕委員会」
浜田委員・「社会奉仕委員会」石田委員・「広報・情報・
公共イメージ向上委員会」橋本委員・「インターアクト
委員会」小阪委員と多くの地区委員を輩出し、今年度の
高槻ロータリークラブは例年にも増して地区活動に意
識が向っておるところでございます。 
更にＭＹ ＲＯＴＡＲＹの登録状況が高槻ＲＣ

74.5％に達しております。ＩＭ2 組ではトップが高槻西
ＲＣ84.2％、2 位新大阪ＲＣ82.4％と 15 クラブ中 3 位
となっております。第 2660 地区 81 クラブ中では 13 位
です。もう少し努力の余地がございます。 
 
私達高槻ロータリークラブは常に会員増強に尽力し

本年 12月の地区大会、来年 6月の国際大会への出席は、
何度もご案内させて頂いていると思いますが、山本ガバ
ナーの卓話を拝聴させて頂き、クラブ一丸となり 益々
奉仕活動に尽力すると共に、地区活動への参加・協力を
させて頂きたいとお伝え申し上げ、会長の時間を終わら
せて頂きます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１ はじめに 
ロータリーの主役は各クラブであり、また一人一人の

ロータリアンです。このことに異論はないと思います。
しかし、ロータリー活動が全世界的なものである以上、
各地区の特性を活かしつつも、皆がロータリーの目的に
向かって足並みをそろえる必要があります。国際ロータ
リー（以下「RI」と略称）はロータリー全体を管理する
ための組織であり、その管理のために各地区に派遣され
ているのがガバナーです。この度、貴重な機会をいただ
きましたので、RI の方針、今 RI で議論されていること、
そして当地区の方針についてお話させていただきます。 

 
２ 本年度の RIのテーマと目標 
本年度バリー・ラシン会長（以下「ラシン会長」と略

称）のテーマは「BE THE INSPIRATION～インスピレーシ
ョンになろう～」です。インスピレーションという言葉
は、ひらめき、思いつきといった意味だけでなく、周り
の人々に生気を与える、息吹きを吹き込むという意味が
あります。 

ラシン会長は本年 6月のトロント国際大会のスピーチ
で「私達は手を取り合います。なぜなら協力すれば一人
よりもずっと強くなれると知っているからです。私達は
行動します。なぜならロータリーは夢想家ではなく、実
行する人の集まりだからです。」と語りました。トロン
ト国際大会でよく見かけた三つの標語「TRANSFORM…変
えていこう」「PEAPLE OF ACTION…世界を変える行動
人」「CONNECT…ちからをつなごう」は、このラシン会長
のスピーチのエッセンスです。 

この「インスピレーションになろう」というテーマは
ラシン会長の独創ではありません。ロータリーの根幹と
もいうべき「ロータリーの目的」（RI 定款第 4 条、標準
ロータリークラブ定款第 5条参照）を踏まえ、RIが 2010
年に策定したロータリー戦略計画の「ロータリーの使
命」や「中核的価値観(コア･バリュー)」、そして RI 理
事会が 2017 年 7月に策定した「ロータリーのビジョン：
私たちロータリアンは、世界で、地域社会で、そして自
分自身の中で、持続可能な良い変化を生むために、人々
が手を取り合って行動する世界を目指しています。」等、
これまで積み重ねてきたものの実践を働きかけるもの
です。 
ラシン会長は、本年度のテーマを実現するため、「ク

ラブのサポートと強化」「人道的奉仕の重点化と増加」
「公共イメージと認知度の向上」という三つの優先項目
を具体化する 11 の目標を打ち出しました。また、目標
として掲げられていませんが、ラシン会長はトロント国
際大会の閉会式のスピーチでローターアクトを重要視
し、その数の倍増を求めました。もっとも、このロータ
ーアクトについては、海外と日本とでは、RAC のおかれ
る状況が異なることもあり、当地区の実情にあった RAC
のあり方を検討し、提案するに留めるつもりです。 

◎ガバナー公式訪問 
 

国際ロータリー第 2660 地区 2018-2019 年度 

            ガバナー 山本 博史 様 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

RI が今後目指す方向については、①ポリオ撲滅の早
期実現、②会員増強と会員の高齢化ストップ、③ロータ
リー財団の拡大、④公共イメージと認知度の向上、⑤ポ
リオ撲滅後のテーマの模索と、より強力なパートナーと
の協力関係の構築の５項目がキーワードとなります。こ
の点については、今後もできるかぎり皆様と情報を共有
化していきたいと思います。 
 

３ 2660 地区のビジョンと本年度の方針 
 最近のＲＩの方向性をふまえ、我々2660 地区の歴史、
価値観、組織風土を大切にしながら各クラブが、そして
地区が発展していくよう、片山ガバナー年度、本年 4
月に以下の地区ビジョンを策定し、また 2017-18年度か
ら 2021-22 年度に適用する地区中期５カ年目標を列挙
しています。紙幅の関係上、地区中期５カ年計画は割愛
しますが、重要な目標ですので、地区ウェブサイト等で
是非ご確認ください。 

■私たち第 2660地区は RIテーマを理解し、地域
の特性にあった活動をすることによ 

 り具現化します。 
■ロータリーの原点である親睦と職業奉仕を根幹
とし、世界及び地域社会で良い変化   

 を生み出します。 
■それぞれが「魅力ある・元気ある・個性ある」
クラブになる事を目指します。 

 ラシン会長が掲げるテーマや目標、そして前記 2660
地区のビジョンを踏まえ、当地区の本年度の方針は以下
の 10 項目です。 

①ポリオ撲滅への協力をお願いします。 
②ロータリー賞の受賞を目指してください。 
③ロータリー財団と米山記念奨学会への協力をお願
いします。 

④会員基盤を増強してください。 
⑤ロータリーのＩＴ化への協力と公共イメージ向上
へのチャレンジをお願いします。 

⑥戦略計画を活用し、クラブの中長期ビジョンを策定
してください。 

⑦新ＩＭ内の親睦と情報交換を推進してください。 
⑧ハンブルク国際大会、地区大会、地区事業への積極
的な参加をお願いします。 

⑨ロータリーデーにご参加ください 
⑩地区のスリム化、効率化、運営の合理化、財務ルー
ルを徹底します。 

いずれも行動、実践をともなうものであり、皆様の積極
的な活動を期待します。 
 最後に、当地区のクラブ運営のあり方ですが、2016
年の規定審議会で運用ルールが大幅に緩和されたこと
により、ネットで例会を行うクラブの名称から「E」と
いう文字が消え、他の一般のクラブと同じ位置づけとな
りました。世界では、ロータリアンの自宅やコーヒーシ
ョップを例会場とする、ある企業や家族の一員であれば
例会に参加できるというクラブも現れています。例会に
出席するために長時間の移動が必要、あるいは人の活動
範囲が広がり、同時刻に同じ場所に集まることが難しい
という人たちもいます。他方、ジェネレーションギャッ
プとでも言うべき現象も起こっています。聞くところに
よると、ある新しいクラブの若い会員が、東京 RC の帝
国ホテルでの例会に短パンでメイクアップに来たとい
うことです。この珍事に、大半のロータリアンは常識と
TPOの問題だと考えると思いますが、中には、それもダ
イバーシティだと言う方もいます。日本のロータリーの
今後の発展を考えると、他人事として済ませてしまうの
ではなく、自分達自身の問題として真剣に考え、我々の
意見をはっきりと述べていく必要があるのではないで
しょうか。 
  

 

末尾になりましたが、会員皆様の益々のご発展とご健
勝をお祈りし、ガバナースピーチとさせて頂きます。
ご静聴ありがとうございました。 
 

 

 

◎地区大会 PR 

 

国際ロータリー第 2660 地区 2018-2019 年度 

            地区幹事 後藤 謙治 様 

 
2018-2019 年度国際ロータリー第 2660 地区 地区大

会を、12 月 7 日（金）8 日（土）大阪国際会議場にて
開催いたします。詳細はリーフレットをご覧下さい。
晩餐会のゲストに小松亮太さん、記念講演に国谷裕子
さんをお招き致しております。友愛の広場では NPO・
NGO の活動を展示致しておりますので、本会議開催ま
でにぜひお立ち寄り下さい。本会議終了後には、素敵
なプレゼントが当たる抽選会がございます。今回の地
区大会のポスターはバリー・ラシン会長のご出身のバ
ハマのカリブ海をイメージし、皆様にリラックスして
地区大会にご参加していただけるよう作成しておりま
す。大阪南ロータリークラブ一同、皆様のお越しをお
待ちしております。多数のご参加をよろしくお願いい
たします。 

 

 
◎幹事報告 

・吹田西 RC、高槻東 RC、千里メイプル 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あり
ますので、皆様ご覧ください 

 
◎委員会報告  
〇クラブ研修委員会        上村 富美男  
・ロータリーの友誌 10 月号推奨記事のご案内をさせて

いただきます。会員の皆さまには「推奨記事のご紹
介」を配布しておりますので、ご参照ください。 

 

〇青少年奉仕委員会         内本 繁 
・高槻中学校高等学校インターアクト年次総会の開催

を予定しております。当クラブは来年度インターア
クトクラブ海外研修のホストクラブ担当でもあり
ますので、皆様多くのご参加を宜しくお願い致しま
す。 

【日 時】10月 24 日（水）受付 15：30 開式 16：00 
【場 所】高槻中学高等学校  

※受付 15：30 開式 16：00 となっておりますが、
当クラブの会員の皆様は、高槻中学高等学校 

 正門前に 15：45 に集合して下さい。 
 

・2018-2019 年度国際ロータリー第 2660地区インター
アクト年次大会が開催されます。皆様多くのご参加
を宜しくお願い致します。入場には事前登録が必要
となりますので、お申し出ください。 

【場 所】 浪速高等学校中学校 1 階中央館ホール 

【日 時】 11 月 4 日（日）10：00 開会 

       （※開会 30 分前より受付いたします） 

               15：30 終了予定 

【参 加 費】 ￥2,000（当クラブが負担いたします） 

 



 
〇社会奉仕委員会          稲富 博文 
・子ども虐待防止オレンジリボン運動のオレンジゴス 
ペルが開催されます。売上げはオレンジリボン運動 
の寄付となります。一人でも多くの皆様のご参加を 
願い致します。 

 【日時】11 月 3 日（土）16：30 会場 17：00 開演 
 【場所】高槻市生涯学習センター多目的ホール 
 【費用】前売￥1,500 当日￥1,800 
 
 

◎ニコニコ箱報告 

・結婚記念内祝  上村君 

・創業記念内祝  稲富君 

・山本ガバナー、宮里代表地区幹事をお迎えして。藤井君 

・高槻 RC ゴルフコンペで優勝しました！「米山月間」です。 

 宜しくお願いします。            橋本君 

・山本ガバナー、宮里代表地区幹事、本日は高槻 RCにお越

しいただき、又、ご指導いただきありがとうございまし

た。                    入谷君 

・山本ガバナー、宮里代表地区幹事、後藤地区幹事、よう

こそお越し頂きました。           石田君 

・山本ガバナー、宮里代表地区幹事、ようこそおいで下さ

いました。                 伊藤君 

・マルチプル・ポール・ハリス・フェローをいただき。 

                       川面君 

・山本ガバナー、宮里代表地区幹事、お忙しい中高槻 RC公

式訪問有難うございました。         松尾君 

・山本ガバナー、宮里代表地区幹事をお迎えして。清水君                                           

 

        本日の合計  ￥  46,000- 

      7/1よりの累計  ￥ 697,000- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎卓上花 

ガーベラ  …希望 

ブルースター …信じ合う心 

◎R 財団への寄付 

石田 佳弘君 ￥5,000- 上村冨美男君 ￥5,000- 

 

        本日の合計  ￥   10,000- 

      7/1よりの累計   ￥ 325,000 - 

           一人当たり平均 ＄56.90 

 

◎米山奨学会への寄付 

 橋本 憲治君 ￥5,000- 伊藤 智秋君 ￥5,000- 

清水 利男君 ￥5,000- 

 

本日の合計   ￥   15,000- 

      7/1よりの累計     ￥  257,500- 

            会員より ￥  130,000- 

            ｸﾗﾌﾞより ￥ 127,500- 

                       一人当たり平均 ￥5,049- 

 

◎青少年育成基金への寄付 

 入谷 治夫君 ￥10,000- 川面 智義君 ￥5,000- 

 

本日の合計 ￥ 15,000-   

      7/1よりの累計 ￥ 405,000- 

 

 

 

 

 

2018 - 2019 年 度 例 会 プ ロ グ ラ ム 

    2018.10.3  修正 

月 日 内  容 例会後の行事 備  考 

  

11

月 

  

7 移動例会（梅の花）/卓話（清水) 定例理事会・65周年実行委員会 ロータリー財団月間 

14 記念月御祝/卓話（川面）   11/3 オレンジゴスペル 

21 卓話（光本・田渕）     

28 卓話（西田）   ＊国際奉仕委員会 

  

12

月 

  

5 記念月御祝/年次総会/委員会例会 定例理事会・65周年実行委員会 疾病予防と治療月間 

12 卓話 （藤田・藤松） 被選理事会 地区大会 （12/7～8） 

19 卓話 （早川・西澤）     

23 26→23 移動例会 （山水館） 忘年家族会 ＊クラブ運営委員会 

  

 1 

月 

  

  

2 定款による休会   職業奉仕月間 

9 ３RC 新年合同例会     

16 記念月御祝/職業奉仕卓話（入谷） 定例理事会・65周年実行委員会   

23 卓話  被選理事会   

30 卓話    ＊職業奉仕委員会 

 


