
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎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・・・日も風も星も  
◎ 卓話  飯島 勝巳 君 
       「 スルガ銀行問題 」 

       白石 純一 君 

「外国人技能実習制度と 
ミヤンマーについて」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3139 回 本日（10/24）の例会 

 

 例会場変更 （於：梅の花高槻店）  

 

◎ 国歌・・・・君が代 
◎ ソング・・・奉仕の理想 
◎ 卓話  清水 利男 君 

「        」    
◎ 例会後の行事 於：梅の花高槻店 

   11 月度定例理事会・65 周年実行委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3140 回 次週（11/7）の例会 

No.16  2018 年 10 月 24 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 35 名 79.55 ％ 

前々回例会補正後出席率  97.96 ％ 

但し、 Mup 4 名   欠席者 1 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（10/17）の例会から 

◎ゲスト・ビジター           計 0 名 
 

 

※10/31（水）定款による休会 

※11月の誕生、結婚、入会記念月御祝、創業記念月
御祝は、11/14（水）例会にて行います。 

 

 

11/7 梅の花高槻店への送迎バス 

【行き】12：10 西武前京都銀行前発 

【帰り】13：40 西武前京都銀行前着 

※理事会・実行委員会へご出席される方は、 

お帰りは各人でお願い致します。 

◎会長の時間 
 
先週土曜日、広報・情報・公共イメージ向上セミナ

ーに参加しました。 
当クラブからは地区委員として橋本さんが出向さ

れております。 
2018 年決議審議会決議案説明会がございましたの

で、各クラブ会長・会長エレクトの出席がございまし
て 200名程のセミナーでした。 
「決議審議会 決議案説明会」は地区大会での報告

を前にした説明会です。 
決議審議会とは，毎年オンラインで開催され、決議

案への投票が行われます。決議案とは、組織規定文書
に記載されている事柄の範囲外で、RI 理事会またはロ
ータリー財団管理委員会による決定を求めるもので
す。また、決議案は、地域的または運営的な事柄に関
するものより、ロータリー世界に影響を与えるものが
理想とされます。 
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  決議審議会では、全ロータリー地区の代表議員が、
クラブ、地区、RI 理事会、RIBI の審議会または大会
によって提案された決議案に投票します。採択された
決議案は、その後、RI理事会または管理委員会によっ
て審議されます。 
決議案の総数は 55 件（14 か国からの提出）内日本

からは 23件となります。 
 決議案の傾向 
・日本からの提案は、「中核的価値観」「職業奉仕」

を強調するもの、「ロータリー章典や手続き要覧の記
載」「規定審議会の在り方」に関するものが多く、直
ぐに変化することには繋がらないが、海外からの提案
は「男性会員クラブを認めないこと」「財団寄付を地
区補助金に厚くすること」「ロータリアン子弟にも奨
学金を出せるようにする」など具体的な提案が多く、
これらの決議案が可決されると変化が起こるとイメ
ージされます。 
・過去に否決されたインターアクト以下の児童に奉

仕活動を教える Early Act Club やロータリーキッズ
を正式承認する提案、同一言語単位、国家単位のロー
タリー意思決定機関を確立する提案、ポリオ撲滅後の
重点事業提案が今年も上程されています。 
・6 つの重点事業以外に環境保護を 7 つ目のテーマ

として追加する件や、環境が疾病に与える影響に関す
る活動、国連が提唱する持続可能な開発目標を支援す
る活動が提案されていますが、これらが採択されると
新たな財政上の問題が起こり得ます。 
・新たなテーマとしてロータリークラブセントラル

やＩＴに関連した提案が挙げられている反面、旧デザ
インのロータリー徽章を復活させることと云った流
れに逆行する提案もあります。 
・多様な会員（女性・若者・様々な人種や民族）に

よるクラブの設立や、性的虐待やハラスメントに関す
る規定を青少年活動に限らない提案なども新たな時
代の流れの中での提案と言えます。 
今後は 10月 15日～11月 15日 立野パストガバナー

がオンラインによる投票をされ、11 月 20 日にＭｙ 
Ｒｏｔａｒｙに結果発表され、11 月 28 日地区規定審
議会委員会が開催され、12月 7日地区大会にて結果発
表となります。 
ロータリーをより良い方向に変えていくには決議

案の提出しかございません。皆様も気が付いた事、気
になる事等ございましたら、決議案の提出をなさって
下さい。 
 

 

◎幹事報告 
・山本博史ガバナーより、10 月 10 日（水）ガバナー

公式訪問のお礼状が届いております。 

・高槻現代劇場より、高槻現代劇場にて開催されるイ
ベントのチラシが届いております。後方テーブルに
置いておりますので、ご自由にお持ち帰りくださ
い。 

・11 月 7 日（水）の例会は、例会場変更となってお
ります。回覧を回しますので、出欠をお知らせくだ
さい。 

 【場 所】梅の花 

【送迎バス】行き→12：10 西武前京都銀行前発 

帰り→13：40 西武前京都銀行前着 

※理事会・実行委員会へご出席される方は、 

お帰りは各人でお願い致します。 

 

 

◎委員会報告 
〇60周年記念事業            藤井 敏雄 

・「未来塾」（ブラスバンド最終会）のキックオフミーテ
ィングを開催いたします。各校の校長先生、教頭先生、 

 顧問の先生、クラブの代表の方々が参加されます。 

会員の皆様の多数ご参加をお願い致します。 

【日時】2018 年 10 月 31 日（水）17：30～ 

【場所】槻の木高等学校 

 
〇ゴルフ同好会             西澤 直紀 
 2018～2019年度第 2回高槻 RCゴルフコンペを開催い
たします。1.5R を予定しております。ゴルフのみの参
加、会食のみの参加も大歓迎です。奮ってご参加下さ
いますようよろしくお願いいたします。 

【日 時】2018 年 12 月 13 日（木） 

    集 合： 8：30 キャディマスター室前 

     スタート： 西コース OUT 8：40  3 組予約 

【場  所】茨木カンツリーゴルフ倶楽部 

【参 加 費】￥3,000-（賞品費用） 

【会食場所】水たき 萬治朗 18：30 スタート予定 

【会食会費】￥10,000 

 

 

 

◎卓話 

 「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」 

西本 恵美子 

  

昨今、職業奉仕のあり方が、RI と従来の日本における
ロータリーとの見解にずれが生じてきており、見直しを
迫られている状況の中、職業奉仕のあり方の基本である、
職業をとおしての「人づくり」に、着目した DVD による
職場見学を実施させて頂きたいと思います。 
私共、服飾教育業界も世界的規模で、従来の業態と大

きく変化をし続けておりますが、その中で、「人づくり」
のうまさにおいても、流石と感動させられるメゾンの一
つで、シャネルのデザイナー、カール・ラガフェルドを
紹介致します。 
彼の深い愛情と情熱、そして、熟練した職人たちのユ

ーモアあふれるアトリエの日常の作業から顧客への販売
までを、オートクチュールコレクションの構想を追いな
がら、「人づくり」の妙をご覧頂きたいと思います。  
10 年程前、パリのカンボン通りにあるシャネルの本店

を訪れた時、日本人スタッフに、「私の教え子である、プ
レスの大橋君は元気にしてますか。」と尋ねると、大橋君
は留守でしたが、なんと、外出直前のカールが出て来て、
パワフルな握手をしながら、「大橋は元気で頑張ってるか
ら安心して。」と。これが服飾教育業界でもよく語り継が
れている、カール・ラガフェルドの「人づくり」につな
がっているのだろうと感動しました。その後、大橋君か
ら「先生がカールと会ってくれてとても嬉しかった。」と
いう言葉を添えて一本の DVD が送られてきました。これ
が、例会後 DVDによる職場見学で皆様にご覧頂きます DVD
です。 
そしてこの卓話の時間は、イントロダクションとして、

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をご覧頂きたいと思います。 

 



  

 

 

 

・・・コレクションの解説・・・ 
パリ、グランパレの会場に、パリ左岸にあるフラン

ス文学の殿堂アカデミー・フランセーズ(フランス学
士院)の荘厳な建物を再現した。その傍らの、ブキニ
ストと呼ばれる露天の古本屋が並ぶセーヌ川沿いの
風景は、世界中の観光客をも惹きつけてやまない、魅
力溢れるパリの名物だ。カール・ラガフェルドはコン
クリートのようなグレーを「パリの色」と呼び、今季
のメインカラーに。スーツやドレスは細長いシルエッ
トで、ジッパーで開いた袖やスカートがひらひらとな
びいて、手袋や、ショートパンツをのぞかせて。ツイ
ードは織り方や配色など、どれひとつとして同じもの
はなく、元来、分厚くて硬いツイードを、シャネルは
長年独自に研究して、薄くて軽い現代生活に適応する
素材へと進化させている。この端正なツイードのスー
ツにこそ、メゾン シャネルの誇りが表れていると感
じる。ラストのローブドマリエは、ドレスではなくス
ーツ、白ではなく淡いミントグリーンで、アカデミー
フランセーズの会員が着る、アビ・ヴェール(緑の礼
服)から着想。ほっそりしたロングスカートと、ジャ
ケットにはオリーブの葉のモチーフをグリーンの濃
淡のスパンコール刺繍で立体的な陰影を描いている。 
 
・・・カール・ラガフェルドのプロフィール・・・ 
1938 年ハンブルグ生まれ。16 歳で国際ウール研究

所主催コンテストのコート部門で優勝。ピエール・バ
ルマンのアシスタントやジャン・パトウのもとでアー
トデイレクターを務めた後、独立。1983 年からシャ
ネルのデザイナーに就任。芸術や建築などにも造詣が
深く、フォトグラファーとして毎シーズン、シャネル
の広告ビジュアル等を自ら撮影すること 
でも知られている。 
 

 

◎例会後の行事 

 

  職場見学            西本 恵美子  

 

・・・DVDによる職場見学・・・ 
内容 
Episode１： カール・ラガフェルド始動 
Episode２： 靴職人マサーロの苦悩 
Episode３： 憧れのブライダル・ガウン 
Episode４： アトリエの眠れぬ夜 
Episode５： ふたつのコレクション 

 

 

◎卓上花 

 

トルコキキョウ（白） … 優美 

スプレーカーネーション… 素朴 

◎ニコニコ箱報告 
・皆出席内祝  大木君 
・石田君 
・11/3・11/4 ロータリーデー参加お願いします。伊藤君 
・山水館リニューアル工事が終了しました。川を一望で
きるダイニングが誕生しました。またお待ちしていま
す。よろしくお願い致します。        長山君 

・本日は貴重な卓話の時間頂きましてありがとうござい
ます。例会後の職場見学もよろしくお願い致します。 

西本君 
 

        本日の合計  ￥  25,000- 
      7/1よりの累計  ￥ 722,000- 
 
◎R 財団への寄付 

伊藤 智秋君 ￥5,000-  
長山 正剛君 ￥5,000-（来年 1月第 68期王将戦が山水

館で開かれる事が決まりました。） 

西田 直弘君 ￥10,000- 西本恵美子君 ￥5,000-  
大木 城司君 ￥5,000- 

 
        本日の合計  ￥  30,000- 
      7/1よりの累計   ￥ 355,000 - 
           一人当たり平均 ＄62.15 
 
◎米山奨学会への寄付 
 西田 直弘君 ￥10,000- 大木 城司君 ￥5,000-   

 
本日の合計   ￥  15,000- 

      7/1よりの累計     ￥  272,500- 
            会員より ￥  145,000- 
            ｸﾗﾌﾞより ￥ 127,500- 
                       一人当たり平均 ￥5,343- 
 
◎青少年育成基金への寄付 
 石田 佳弘君 ￥5,000- 河合 一人君 ￥10,000- 
 大木 城司君 ￥5,000- 

 
本日の合計 ￥ 20,000-   

      7/1よりの累計 ￥ 425,000- 

 

 

 

 

 


