
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎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 

 

◎ 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 
◎ 委員会例会 
◎ 例会後の行事 

   10 月度定例理事会 65 周年実行委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3136 回 本日（10/3）の例会 

ガバナー公式訪問 

◎ ソング・・・四つのテスト   
 ◎ 卓話  

国際ロータリー第 2660地区 
2018-19年度 ガバナー 

山本 博史 様 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3137 回 次週（10/10）の例会 

No.13  2018 年 10 月 3 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  89.80 ％ 

但し、 Mup 3 名   欠席者 5 名 

出席規定摘用免除有資格者 3 名 
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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（9/26）の例会から 

◎ビジター               計 1 名 
本田 孔士 様  大阪 RC  眼科医 

 
◎ゲスト                計 1 名 
国際ロータリー第 2660地区ガバナー補佐エレクト  
古城 紀雄 様  千里 RC  国際教育 

10 月度 記念月御祝 

 

◎ 誕生記念   飯島 勝己君 

◎ 結婚記念 

 羽根田茂子・新吾 御夫妻  53 周年 

 香西 徳治・津弥子御夫妻  39 周年 

 河合 一人・貴美 御夫妻  34 周年 

 石田 佳弘・里美 御夫妻  33 周年 

 飯島 勝己・直子 御夫妻  30 周年 

 松下 浩章・早生 御夫妻  27 周年 

 上村富美男・尚美 御夫妻  26 周年 

 小山 彰夫・真由美御夫妻  23 周年 

 坂野 信一・志津子御夫妻  21 周年 

 西澤 直紀・直子 御夫妻  21 周年 

◎ 入会記念 

   松尾  浩君        19 周年 

   伊藤 智秋君        12 周年 

 

 

 
10 月度 創業記念月御祝 

深野 裕一君 大阪ガス㈱ 

       M.38.10.19      113 周年 

浜田 厚男君 浜田電気工業㈱ 

       S.35.10.14      58 周年 

川面 智義君 三雅産業㈱  

       S.44.10.1       49 周年 

石田 佳弘君 ㈱カルモ 

       S.61.10.1       32 周年 

稲富 博文君 ㈱ニューホンダパルス 

Honda DREAM 高槻 

        S.62.10.15      31 周年 

  本多  了君 夢創研 

        H.7.10.1       23 周年 
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◎会長の時間 
 
「第 12 回 9 月 26 日 第 2 回ガバナー補佐訪問日」 
 
今日は第 2回目のガバナー補佐訪問日です。 
ガバナー補佐の役割 (ABC)  
創立 65周年の記念すべき年度に第 2660地区ＩＭ2組

の代表として、松尾ガバナー補佐を擁立できたことはク
ラブとしての誇りです。 
 ガバナー補佐の役職は、地区リーダーシップ・プラン
の重要な要素として 1996 年に設置されました。このプ
ランは、地区ガバナーがクラブにより良い支援を提供で
きるよう、すべての地区のために RI 理事会が採択した
組織構造です。ガバナー補佐は、地区ガバナーにより任
命され、指定されたクラブの管理運営を援助します。 
これらの重要なロータリーの指導者は、次期クラブ会

長の就任年度の準備や、ガバナーの公式訪問の計画を助
けたり、目標を達成するための方策をクラブに助言する
ほか、担当するクラブを少なくとも年 4回訪問します。 
 ガバナー補佐は、クラブに対して迅速な支援を行うほ
か、将来のガバナーとなることのできる、十分に研修を
受けた地区指導者の人材となります。ガバナー補佐は、
地区内の諸事が万事順調に運ぶよう援助し、クラブと地
区ガバナーの両方にとって重要な支援者としての役割
を果たしているのです。 
ＩＭ2 組は 15 クラブが所属しています。高槻・高槻

東・高槻西・摂津・茨木・茨木西・茨木東・千里・千里
メイプル・吹田・吹田西・吹田江坂・新大阪・大阪淀川・
大阪東淀ちゃやまち、以上 15 クラブです。 
来年 3 月 1 日は IM フレッシュロータリアン研修・交

流会を開催することになりますので、クラブでサポート
していきましょう。 
 
 
◎幹事報告 
・ポリオプラスへの寄付金￥230,500 9 月 19 日（水）
に振込致しました。 
皆様ご協力ありがとうございました。 

・訃報 
 国際ロータリー第 2660 地区 1993-94 年度ガバナ 
（茨木 RC）大森 慈祥 会員が 
 9 月 20 日午前 7 時 23 分ご逝去されました。 

【通夜】9 月 23 日（日）19 時から 
【密葬】9 月 24 日（月）11 時から 
【場所】（宗）辯天宗 総本山如意寺 
【喪主】大森 光祥 様（ご長男） 

  ※供花、お香典はご辞退されております。 
   本葬につきましては、後日詳細が決まり次第 
   ご連絡させていただきます。 
 当クラブより弔電を送らせていただきました。 
 謹んでお悔やみ申し上げます。 
・米山梅吉記念館より 100 円募金の御礼のお葉書が届
いております。 

・米山記念奨学会より豆辞典が届いております。 
 例会のポケットに入れております。 
・千里 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 
〇青少年奉仕委員会           内本 繁 
・9 月 30 日（日）に予定しておりました高槻中学高等学
校インターアクトクラブ平成 30 年度秋のクリーンハイ
クは、台風の影響もあり悪天候が予想される為、中止と
なとました。多数の参加希望をいただきましたが申し訳
ございません。また次回のご参加よろしくお願いいたし
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
ストクラブ担当となっております。10 月 24 日(水)例
会後、インターアクトクラブとロータリークラブの合
同集会の開催を予定しております。詳細が決まり次第、
回覧を回します。 

  
 
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。ご家族お誘い合わせご参加をお願い
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 
・高槻警察署より防犯速報が届いております。高槻市内
で発生したオレオレ詐欺は、今年度 8 月現在で 43 件、
１億円近い被害となっております。役所職員や銀行員
になりすまして、キャッシュカーをだまし取る手口が
多発しているようです。皆様お気を付けください。 

 
 
◎卓話 
「高槻ロータリークラブの財務状況について」  

藤井 敏雄 
 

私がエレクトに選任されましたのが 3年前でした。その
時に財務状況を詳しく調べると 実質の手持ち資金が３百
万円にまで落ち込んでいることが解り、愕然としました。
それから財務改善を訴え、戦略委員会でも取り上げていた
だき取り組んで参りました。  
本日は、その内容をお話しし、今後とも皆様のご協力を

お願いしたいと思います。 
 
１、2017～18年度決算 
  昨年の浜田年度は財務改善を意識した良い決算とな

りました。概況報告書の決算表を見ていただくと以前
より変わっている点が 2つあります。 

  ひとつは、クラブ運営会計と慈善活動会計の 2本立て
となっている点です。（ＲＩ方式） 

  次に、予算の時点から特別費を計上し、決算の状況を
見て積立金としている点です。  

  浜田年度では、クラブ運営会計から 150万円、慈善
活動会計から 50万円を積立られました。詳しくは、
クラブ概況報告書をご覧ください。 

 
２、他のクラブの状況 
  手持ち資産（現金）について２組の 12クラブと親ク

ラブの大阪ＲＣを調べたところ 
  大阪ＲＣ   ９２百万円 
  ここは別格ですが、12クラブのベスト３はつぎのと

おりです。 
  吹田ＲＣ   ２２百万円  

（会員数６２名で、財務状態は安定） 
  茨木西ＲＣ  １９百万円  

（入会金を積み立てるなど財務運営を工夫している）  
  摂津ＲＣ   １８百万円  

（積立金を予算段階から計画して、安定化を計る） 

 

 



 

 

 

◎ニコニコ箱報告 

・卓話を聴いていただきありがとうございました。藤井君 

・クラブ運営委員会から 9月度卓話を頂いた皆様へ 

 例会プログラムにご協力下さり心から感謝です。 

 本当にありがとうございました!!       河合君 

・先週行いました凛の会の写真展にロータリーの皆様多数

お越し下さり有難うございました。来場者数総数 800名

で盛況で終わらせていただきました。     清水君 

・先週は卓話をお聞きいただき有難うございました。 

                       山口君 

・大変お世話になり、ありがとうございました。 

                 濱田 史恵（事務局） 

 

        本日の合計  ￥  28,000- 

      7/1よりの累計  ￥ 571,000- 

 
◎R 財団への寄付 

河合 一人君 ￥5,000- 倉本 進 君 ￥5,000- 

 

        本日の合計  ￥   10,000- 

      7/1よりの累計   ￥ 280,000 - 

         一人当たり平均 ＄49.02 

 

◎米山奨学会への寄付 

 石田 佳弘君 ￥5,000- 伊藤 智秋君 ￥5,000-  

川脇 健 君 ￥5,000- 倉本 進 君 ￥5,000-  

 

本日の合計   ￥  20,000- 

      7/1よりの累計     ￥  232,500- 

            会員より ￥  105,000- 

            ｸﾗﾌﾞより ￥ 127,500- 

                       一人当たり平均 ￥4,559- 

 

◎青少年育成基金への寄付 

 伊藤 智秋君 ￥5,000-  

 

本日の合計 ￥  5,000-   

      7/1よりの累計 ￥ 365,000- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 次に会計方式ですが、９クラブが２本立てで管理し
ており、ほとんどのクラブがＲＩ方式を取り入れてい
ます。 
 
３、何故、2 本立て方式を取り入れるのか 
 （添付の年度別決算推移を参照） 
  過去数年間の実績を見ますと、クラブ運営会計で

は、50～100 万円の赤字です。  
  一方で慈善会計では、50～100万円の黒字となっ

ています。つまり本来奉仕活動に使われるべきニ
コニコの募金がクラブ運営の穴埋めに使われてい
たのです。 もっと言えば、親睦会と称して飲食
費の補填に使っていました。 

  このように、いわゆる丼勘定で管理しています
と問題点が見えなくなるのです。 

  クラブ運営会計を改善するために、次の対策を 
立てました。 

  １）飲食費にかかわる費用は、原則個人負担とす
る。 

  ２）週報を電子化することによって経費を削減す
る。（70万円の効果） 

  
  結果として、2016～17年度、2017～18 年度共に

150万円の積立ができるほど大幅に改善すること
ができました。 

   ただ、奉仕活動はニコニコ募金に頼ることにな
りますので、収入が不安定という問題点が残りま
す。これにつきましては、主要なプロジェクトに
ついては基金を設けて１～２年分の資金を確保し
ておくのが必要かと思います。 

   このように 2本立てで管理しておきますと、収
入に見合ったといいますか、身の丈にあった運営
が行われるようになりますので、財政は破綻する
ことがありません。 

 
４、今後について 
  この 2年間、財政の改善に取り組んできまして、

一定の成果を得ることができました。引き続き次
のとおり実施していきたいと考えております。 
１）クラブ運営会計と慈善活動会計の 2本立て管

理を徹底する。 
  ２）各年度の積立金を予算段階から組み込んで運

営する。 
    その目標額は、クラブ運営会計から、100～150

万円、慈善活動会計から 50～100 万円とする。 
  ３）会員増強運動を財務改善の観点からも力を入

れていく。 
 
よろしく皆さまのご協力をお願いいたします。 

  以上 
 
                                                  

 
 
 

 

◎卓上花 

ススキ … 活力 

トルコキキョウ … 優美・希望 

スプレーカーネーション … 集団美 

 


