
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎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  光本 智輝 君 

「 火薬の話  」 
卓話  深野 裕一 君 

「 大阪北部地震を受けて－ 
大阪ガスの地震対応 」 

 

 

◎ ソング・・・四つのテスト 
◎ 誕生、結婚、入会１記念月御祝 
◎ 創業記念月御祝 
◎ 卓話  川面 智義 君 

「   〇〇    」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3142 日回 本日（11/21）の例会 

 
◎ ソング・・・手に手つないで 
◎ 外部卓話  北脇 助三郎 氏 

「        」 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3143 回 次週（11/28）の例会 

No.19  2018 年 11 月 21 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 39 名 79.59 ％ 

前々回例会補正後出席率  97.83 ％ 

但し、 Mup 4 名   欠席者 1 名 

出席規定摘用免除有資格者 5 名 

 

 

 

 

 

 

WEEKLY BULLETIN 

２０１８～２０１９ 

  

高槻ロータリークラブ 

11 月はロータリー財団月間 

先週（11/14）の例会から 

◎ゲスト・ビジター           計 0 名 
 
  

 

10 月度皆出席表彰 

 

山口 誠 君   通算 21 年 

内本 繁 君   通算  6 年 

◎会長の時間 
 
先週金曜日に、オーストラリア・トゥンバ市よりアン

トニオ市長始め 13 名の訪問団の方々が、お見えになら
れました。 
総合センター4 階の都市交流室で、濱田市長始め 10

名の高槻市関係者と高槻ロータリークラブより倉本さ
んと私の 2名が「市長表敬」に参加致しました。 
先週少しお話させて頂いたように、高槻ロータリーク

ラブはトゥンバ東ロータリークラブと姉妹クラブ提携
をしております。 
国際ロータリーから「双子クラブ・提携証書」が発行

されているのは、高槻ロータリークラブでは、トゥンバ
東ロータリークラブのみです。 
始まりは今から 25 年前、創立 40 周年の年でございま

す。当時の国際奉仕委員長であった倉本さんが津田会長
の下、実現されたプロジェクトでございます。 
オーストラリア クィーンズランド州 トゥンバ市

は 1991年 11月、高槻市と姉妹都市になっております。 
2011年 1 月にブリスベン川が氾濫し、乾燥した大地が

大洪水に見舞われました。その時に高槻ロータリークラ
ブがお見舞金を送っております。 
本年 6 月 18 日の大阪北部震災のニュースを聞き、募

金を募って下さり、日本円で 130万円以上の義捐金を振
り込んで下さいました。 
その義捐金をアントニオ・トゥンバ市長と一緒に濱田

市長に手渡し、子供の通学路整備などの復興に役立てて
下さるようにお願いして来ました。 
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12 日の月曜日にはマリアージュにて、答礼交流会が
開催されました。倉本さん、藤井さん、白石さん、私
の 4人が参加して来ました。 
アボリジニパフォーマーと高槻太鼓の競演があり、

アントニオ市長のパートナーの方も和太鼓を演奏され
ました。 
高槻市とトゥンバ市は 1 年おきに市長同士が訪問し

合い、「こんなに密接な姉妹都市は珍しい」と言われる
など本当に和気あいあいとした交流会でした。 
 
今まで休眠状態だったトゥンバ東ロータリークラブ

との交流が復活出来そうな感じでした。皆様、倉本さ
んの尽力に感謝し、トゥンバ市を訪問しましょう。 
 
 
◎幹事報告 
・高槻市健康づくり推進協議会より、「高槻市健康づく

り推進協議会創立 30 周年記念誌」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。 

・新入会員の選考についてご報告申し上げます。新入
会予定者は浦中郁文氏、推薦者は岩井会員・清水会
員です。選考についての書類をお配りしております
ので、本日より 1 週間以内に選考をお願い申し上げ
ます。 

 
◎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 11 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。 

 
 
◎卓話 

 

「 65 周年記念事業中間報告 」    川面 智義  
 
記念事業開催まで残すところ 6 ヶ月半となりましたの
で下記の通り中間報告致します。 
 
           記 
 
1） 決定 未決定事項について 

 
① 既に決定した事項 

    記念式典 2019・6・12(水) 
 場所 大阪グランビアホテル 

    記念行事 2019・6・15（土） 
場所 高槻現代劇場 

     ・内容としては、当クラブが今日まで行っ
てきた青少年育成事業の報告 

・命キラキラ植栽事業 
     ・60 周年から今日までの高校生対象の未来

塾の内容 
・演舞 高槻太鼓 

    記念事業 
     ・高槻 RC青少年育成基金創設 
② 未決定事項  

記念講演者 
式典 記念事業の具体的進捗計画 

 
2）記念事業委員会の準備 進捗についての報告 

先行して、予約が必要な事項 学校との出演依頼な
どはクリアーしましたが記念事業を品格ある式典に
するためには、準備体制を定め計画して行くことが
肝要です 

 

 

従いまして、会議を重ねて、記念式典 懇親会 記念事
業全般の計画書を作成し、想定した細項目毎に、各実行
委員の役割分担を決定中です。 
 
例えば 
・記念式典計画書作成に基づく細項目には 

ホテルとの打ち合わせ 見積書の取得 案内状（出
欠）出席者名簿 式典会場レイアウト 座席表 式次
第作成 司会者決定と打ち合わせ 原稿来賓挨拶の
依頼 受付 写真撮影 懇親会の進捗 等々です。 
又、記念事業についても、実施計画書に基づき、演舞 
記念講演者 当日の発表者 演舞の進捗 など 受
け付けから始まり諸々の対処が必要で同様に役割分
担責任者を決定し遺漏なきように計画していかねば
なりません。相当な創かい気遣いと労力が必要になり
ます。記念事業の青少年育成基金の骨格作り又、早急
に明確にすべき規定を検討。 

 

3）記念式典 記念事業の目的、意義、規模見直し等を
再評価し記念事業の実施、可否を再検討する事態発
生について説明いたします。 

 

今申し上げた通り進捗してきましたが、残念ながら高
槻ロータリークラブの歴史や伝統に基づき、この記念
事業を品格 格式ある祭典にしたいと具体的計画を
進捗してきましたが、次第に不協和音が多くなり、理
事会 実行委員会、一丸となっての実施気運の盛り上
がりが見られず、加えて、理事会の経費節約での実施
希望などにより、私が今まで検討した目的や意義が意
図することと離脱して行く現象となりました。 
希望する式典・記念事業は 
．目出度くガバナー補佐が誕生し、この機会に地区 
他クラブとの連携が強化出来、当クラブの未来に向
け更なる発展を期待していた。 

．この記念事業は、クラブ活動の成果を地区 他クラ
ブへ活力あるクラブであると認知して貰う事､地区
住民にロータリー精神に基づく諸活動を認識して
貰える貴重な機会であり、重要な課題として捉えて
いく必要性がある事。 

・マンネリ化しがちなロータリークラブ活動には節目
での周年事業は必要だと確信しているし、周年事業
での成果を評価し時代に即応した有効な新規目標
を中長期に計画し､変更など次年度以降に取り組む
多くの課題が検索出来る。 

・だからこそ、委員会の意図する記念事業に反する貧
素な、記念事業の実施の采配は、出来ないし、 

・品格 格式を維持した祝典には、少々のコストアッ
プは、止むをえないとしたコスト意識とは、ずれが
ある。との結論に至りました。 

 

4）以上の理由により、記念事業の実施について差し戻 
しを再考願い事にしました。 
 
これは私の我がままではなく、このままでは、高揚し
た気分での実行委員長の任務遂行は出来ないとして
一旦理事会に差し戻しをして、実施の可否 コスト規
模の是非ついての見直しを協議してもらうことにし
たものです。 

 

5）早速に 10月 10 日に臨時理事会が招集されました。 
 

決議内容 
1） 記念事業は予定の通り実施する但し 
2） 節約規模での実施とする 
3） 実行委員会も今のままのメンバーで継続する 
という決議となりました。 

 
 

 



 

  
私も出席しましたが、冒頭、「何故、今、理事会に差
し戻すのか」と質問されましたが、今なら取りやめる
こともできるし、検討し改善も可能だと返答しまし
た。更に、私は、事あるごとに開催の意義・目的につ
いて理解を求めて着々と準備してきたが、いまだに、
不協和音が多く、立派に完遂できるのか不安であると
など意見を述べましたが、見直しの同意は得られませ
んでした。 

 
止む無く私も同意せず、持ち帰り委員会で調整すると
して結論は出しませんでした。 

 

6）その数日後、再度、目的 意義を尊重し、必要資金
の加算を検討するとの妥協案が提示されました。 

 
私も、最近の時世から、経費節減に頭から反対しての
豪華な式典を施行しようと意図したのではありませ
んので、理事会の申し入れを受託しました。 
これから、実行予算を具体的に精査していくことと
し、メリハリのある効果的な記念事業の実施に逼進し
ます。 
まずは、英断を戴きました理事会に感謝いたしますと
同時に、すべては、会員の皆様方のお金でもあります
ので、無駄遣いすることの無いように実行して行く所
存であります。 

 
以 

「 65周年記念行事企画（案） 」             河合 一人 
 

1. 基本的な考え方 
 

① ロータリー精神に基づく有益な奉仕活動が原点である事 
 

② プロジェクトの実施により、クラブの活性化に繋げる事 
 

③ 以降の周年事業のあるべき姿に向け、チェックポイントである事 
 

④ 慶事である事 
 

2. 開催概要等について 
 

① 開催日時 
 
日 時： 2019年 6月 15日（土曜日） 13:30～16:30 
      
場 所： 高槻現代劇場 大ホール 
 

② 実施する内容 
 
➢ 高槻ロータリークラブ青少年育成事業の活動報告 
 
  ★50 周年記念事業    青少年交換留学事業 
  ★55 周年記念事業    いのちキラキラ食栽活動 
  ★60 周年記念事業    高槻ロータリー「未来塾」 
 
➢ 著名人による青少年育成をテーマにした記念講演会 
 
  講 師： 候補 9 名の中から後日決定 
   
➢ 芥川太鼓の演奏 
 
  大阪府立芥川高等学校・和太鼓部による演奏 

 

 

7）一丸となって 65周年の機運をより一層、高め成功さ
せよう 

 
我クラブの祭りごとです、お祭りは、郷士の町民が一 
体となってこそ伝統のお祭りとなります。 
資金を調達する人、安全対策、色んな根回しをする人、
神輿を担ぐ若者、綱を引く女子供、はやし立てる沿道
の人、小厳かな神事など、色々な役割をこなしてこそ、
そこに喜びがあります。 
最後になりましたが、会員各位の一丸となった協力が
必要です。 
よろしくお願いいたします。 

 
以上 中間報告とさせていただきました。 

                        以上 

 

 



  3.  実行予算について 
 
① 収入予算 

 
65 周年特別徴               1,020,000 （*1） 
クラブ運営会計拠出金            500,000 （*2） 
慈善活動会計拠出金             250,000 （*3） 
60 周年事業基金拠出金             125,000  (*4)  
 
収入予算合計               1,895,000 
 
(*1) 65 周年特別徴収：    特別徴収の 50%相当額を充当 
(*2) クラブ運営会計拠出金： 特別費の 50%相当額を充当 

(*3) 慈善活動会計拠出金：  特別費の 50%相当額を充当 
(*4) 60 周年継続事業基金：  執行残金の 50%相当額を充当 
 
② 支出予算 

 
会場関係費用               655,000 (*5) 
講演関係費用               650,000 (*6) 
演奏関係費用               190,000 (*7) 
その他の費用               310,000 (*8) 
予備費                   90,000  
     
支出予算合計               1,895,000 
 
(*5) 会場関係費用： 大ホール使用料・設営人件費・証明音響他 
(*6) 講演関係費用： 講師費用・移動交通費・花束その他 
(*7) 演奏関係費用： 資器材運搬費・維持管理費・活動支援他 
(*8) その他費用 ： 印刷費・報告書作製・雑費他 

 
・ 予算の策定に当たっては以下の点に留意 

 
原則、今年度のクラブ運営会計並びに慈善活動会計の収支予算の範囲内での実施を重要視した事 

 
支出予算は、過去に実施した類似のプロジェクトや企画（吹奏楽、野球、ダンス等）の内容等を 
厳密に精査し、その実績値を参考に試算した事 
 

4.プログラムについて 
 
Ⅰ オープニング 
（13:30～13:45） 

開会             司会者 
実行委員長挨拶       65 周年実行委員長 
会長挨拶          今年度会長     
地区代表挨拶        第 2660地区代表  

 
Ⅱ 高槻 RC青少年奉仕事業報告 
(13:45～14:05) 

50 周年記念事業      青少年交換留学事業 
55 周年記念事業      いのちキラキラ食栽活動 
60 周年記念事業       高槻ロータリー「未来塾」 

            校長会からの報告 
 

Ⅲ 記念講演 
(14:05～15:05) 

講 師： 候補 9名の中からテーマ等を含め、後日決定 
テーマ： 

 
Ⅳ 記念演奏 
(15:20～16:20) 

「芥川太鼓」       大阪府立芥川高校 和太鼓部 
 

Ⅴ エンディング 
(16:20～16:30) 

継続事業の発表      青少年育成基金の創設   
閉会挨拶         次年度会長 
閉会           司会者 



 

「 高槻ロータリークラブ 創立６５周年記念式典・祝宴プログラム 案４ 」  大木 城司 
 

2019年 6月 12日（水） 15 時 00分～17時 00分 
ホテルグランヴィア大阪 ２０F 名庭 

  記念式典 
司会（プロの司会者を呼ぶ） 

 
開会点鐘                    会長   伊藤 智秋 
国歌斉唱 
ロータリーソング斉唱「奉仕の理想」 
物故会員への黙祷 
ご来賓紹介            司会  
会長挨拶             会長     伊藤 智秋 
ご来賓祝辞        ＲＩ第 2660地区ガバナー   山本 博史 
ご来賓祝辞        高槻市長    濱田 剛史 
ご来賓祝辞       大阪ロータリークラブ会長    森下 俊三 
祝電紹介          司会 
記念事業発表      65 周年実行委員長    川面 智義 
閉会点鐘         会長   伊藤 智秋 
 

 
 

 
2019年 6月 12日（水） 15 時 00分～17時 00分 

ホテルグランヴィア大阪 ２０F 名庭 
記念祝宴 

 
祝宴開始    
祝舞                未定 
乾杯         高槻商工会議所会頭    金田 忠行 
アトラクション                        未定 
御礼の言葉        会長エレクト    入谷 治夫 

     （敬称略） 
 

予算概算 
 

① 収入予算 
65 周年特別徴                1,020,000 （*1） 
クラブ運営会計拠出金              500,000 （*2） 
慈善活動会計拠出金                250,000 （*3） 
60 周年事業基金拠出金             125,000  (*4)  
会員からの登録料＠15,000            765,000 
移動例会費用                   153,000 
その他（御祝い見込み）              800,000 

 
収入予算合計                 3,613,000  

 
(*1) 65 周年特別徴収：    特別徴収の 50%相当額を充当 
(*2) クラブ運営会計拠出金： 特別費の 50%相当額を充当 
(*3) 慈善活動会計拠出金：  特別費の 50%相当額を充当 
(*4) 60 周年継続事業基金：  執行残金の 50%相当額を充当 

 
 

② 支出予算 
会場関係費用                  2,439,672  
イベント関係費用                  300,000   
司会関係費用                     100,000 
その他諸経費                     367,199    
お土産の費用@2,160                   324,000  
予備費                      2,129 
 
支出予算合計                3,613,000  

 



 ◎ニコニコ箱報告 
・誕生記念内祝 浜田君、岩井君、 

川面君（65周年事業成功させよう） 

         西本君（お誕生お祝ありがとうございます） 
・結婚記念内祝 浜田君、奥田君、田渕君、 
・入会記念内祝 光本君（これからもよろしくお願い致します！） 
                奥田君 
・創業記念内祝 飯島君、井前君、 
        伊藤君（トゥンバ東 RC より義捐金を頂きまし

た。ご尽力下さいました倉本さんありがとうご

ざいました。） 

        片山君、藤松君 
・石田君 
・クラブ運営委員会から記念月お祝の皆様へ、おめでとうご
ざいました!!                河合君 

・トゥーンバ東ロータリークラブからの高槻市への災害寄付
金の贈呈式が無事終わりまして、伊藤会長お疲れさまでし
た。                    倉本君 

・2019年 6月 12日 15日ご参加よろしくお願いします。  
大木君 

・とあるカラオケ大会。空気を読めず優勝してしまった罰金
として。                  塚本君 

 
        本日の合計  ￥  110,000- 
       7/1よりの累計  ￥ 897,000- 
 
 
◎R 財団への寄付 
岩井 祐造君 ￥5,000- 河合 一人君 ￥5,000-  
西本恵美子君 ￥5,000-  奥田 晴基君 ￥5,000- 
山口 誠 君 ￥5,000- 

 
        本日の合計  ￥   25,000- 
      7/1よりの累計   ￥ 415,000 - 
           一人当たり平均 ＄72.65 
 
 
◎米山奨学会への寄付 
岩井 祐造君 ￥5,000- 川畑 孝彦君 ￥5,000- 
奥田 晴基君 ￥5,000- 

 
本日の合計   ￥   15,000- 

      7/1よりの累計     ￥  292,500- 
            会員より ￥ 165,000- 
            ｸﾗﾌﾞより ￥ 127,500- 
                       一人当たり平均 ￥5,735- 
 
 
◎青少年育成基金への寄付 
 石田 佳弘君 ￥5,000- 伊藤 智秋君 ￥5,000- 
 片山美智子君 ￥5,000- 川畑 孝彦君 ￥5,000- 

山口 誠 君 ￥5,000- 
 

本日の合計 ￥ 25,000-   
      7/1よりの累計 ￥ 460,000- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

式典担当しています大木です、入会から日が浅く、
前回の周年式典も見ていませんので、過去の資料を基
に計画を進めている状態です。 
現時点での式典についての決定事項を簡単にまと

めております。 
ホテルグランヴィア大阪で 2019年 6月 12日（水）

15 時～17時に式典をして、同会場同席着座のまま 17
時～20時まで祝宴となっています。 
現時点ではアトラクションが決まっておりません

ので、今後調整していきます。 
 
予算概略ですが、収入の部の 1～4 までは記念事業

と同じですが、加えて移動例会費と会員からの登録
料、御祝見込みなどで概算を出しております。 
支出の部ではイベントが未定なので予算が上下す

る可能性もありますが、ホテルとの打ち合わせなど出
来ることはすでに進めております。 
あと、来賓団体のリストアップ及び、高槻 RCを 60

周年から 65 周年までの間に退会された方などもお呼
びする予定です。 
周年事業は皆様の協力が無くては達成できません

ので、6月 12 日と 15日は全員参加のために現時点で
予定表に記入して頂き、参加のための調整をよろしく
お願いします。 

 

 

◎11/14 卓上花 

 

リヤトリス… 向上心 

スプレーカーネーション… 素朴 


