
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎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・・・四つのテスト 
◎ 卓話  西澤 直紀 君 

「これからのことについて」 
卓話  藤松 功治 君 

「平成 30年車屋さんの 10大ニュース」 

例会後の行事 

     第 1 回被選理事会   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3145 回 本日（12/12）の例会 

 

◎ ソング・・・それでこそロータリー 
◎ 卓話  田渕 謙二 君 

     「気になる最近の判決について」 
卓話  藤田 貴子 君 

「        」 
 ◎11 月度皆出席表彰 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3146 回 次週（12/19）の例会 

No.22  2018 年 12 月 12 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 43 名 87.76 ％ 

前々回例会補正後出席率  95.65 ％ 

但し、 Mup 5 名   欠席者 2 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 

12月は疾病予防と治療月間 

先週（12/5）の例会から 

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

 
 
  

 

◎会長の時間 
 
今週末の土曜日は地区大会です。 
本日も小島先生の投稿文章よりお話させて頂きます。 
丁度、地区大会から始まります。 
昭和 47 年 3 月 3 日～4 日 第 366 地区の地区大会が高

槻ロータリークラブ（村田会長）がホストクラブとなり高
槻市民会館で開催されました。 
その時の特別公演は南蛮史の権威者松田毅一聖泉(せい

せん)女子大学教授の「高山右近」について詳細な文献を
基にして述べられ、第 366地区のロータリアンに深い感銘
を与えた。 
この地区大会の記念に、高槻ロータリークラブの彫刻家

西森正昭氏の制作による 2.1ｍの高山右近像を市民会館
の前に建立した。キリシタン大名高山右近が毅然として十
字架を押えて立つ銅像は、高槻のシンボルとしての役割を
果たしていた。 
ところが平成 3 年、高槻文化会館が市民会館前の庭を壊

した北棟のところに建設されるにあたって、右近の銅像を
撤去し、野見神社に接した南西の隅の一角に建置きにして
全く人目に触れない状態にしてある。全く銅像の意義を持
たない有様である。銅像をそのままに置くか否かは重大な
問題であり、折角市のシンボルとまでなった銅像が無くな
った口惜しさと同時に、今後の市の動向に寄贈した高槻ロ
ータリークラブとしては重大な関心を持つべきだと痛感
しなければならない。 
 

 

※12/26 →12/ 23（日・祝）忘年家族例会 

例会場変更（於：山水館） 

           17：30～ 例会 

           17：45～20：00 忘年家族例会 

 

※2019/ 1/ 2 は、定款による休会 

 

※2019/ 1/ 9→1/ 11（金） 3RC 新年合同例（於:URGE） 

12：30～13：30 

 

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


  

  

小島先生は、高槻ロータリークラブは高槻市の動向
に関心を持つべきだと言われております。 
今は折角の寄贈品を粗末に扱われても、怒ることも

しないようになったと淋しく感じます。 
国際奉仕事業で、海外に例えば浄水器や医療器具を

寄贈しても、その後のフォローも関心もなく次のプロ
ジェクトを探すことの繰り返しでした。これではいけ
ないとの事で最近では持続可能で、計測可能なプロジ
ェクトであることが重視されております。 
 
奉仕事業を行う時、海外にばかり目を向けないで国

内にも奉仕を必要としている地域があるという意見が
あります。 
クラブの方針として社会奉仕委員会の活動に比重を

置く年度があってもよいと思います。 
今年は私達が被災者となりました。海外からの支援

も頂きました。 
幸いなことに、私達は日本というあまり広くない上、

他の国から海を隔てる土地に、沢山の日本人という固
有種が暮らしている国であります。万世一系の長い歴
史もあります。 
自然の力によってこっぴどく壊されたように見えて

も、本体が健康なので回復も早いですし、傷を新しい
再生力として生かせます。 
しかし、傷が治らない国や地域があります。根本的

な改善や治療は無理ですが、ちょっとだけ、湿布１枚
貼ってもらうだけで気分が違ってくることを経験した
ことがある人は多いと思います。 
12 月の「疾病予防と治療月間」の主旨とは異なりま

すが、口では強いことを言っていても虚弱体質で慢性
疾患を抱えている国や人々に、傷テープ１枚、湿布１
枚を貼ってあげる気持ちがロータリーだと、私は考え
ます。 
 
 

◎伊藤会長より 
・2019 年ロータリー国際大会が、2019 年 6 月 1 日～5

日ハンブルクにて開催されます。国際ロータリー第
2660 地区大阪地区ナイトは、6 月 1 日ハンブルクで
の開催です。 

【出 発】2019 年 5 月 31 日(金) KIX 9：30 

【帰 国】2019 年 6 月 7 日(金)  KIX 6：20 

【費 用】エコノミー 40万前後 
     ビジネス  追加 40万前後 合計 80万前後 
【登録料】～12月 15日 ＄395.00 
     ～ 3月 31日 ＄495.00 
          ～当日       ＄595.00 

※キャンセルされた場合返金されます 
【登 録】事務局でされる場合は、パスワードとクレ

ジットカートをお持ち下さい。 
 
 
◎幹事報告 
・2018-2019 年度下期会費及び臨時会費の請求書をポケ

ットに入れております。宜しくお願い致します。 
・2018年 1月 11 日（金）は、3RC新年合同例会です。
回覧を回しますので、出欠をお知らせ下さい。 
【日時】2019年 1月 11日（金） 

12：30～13：30（受付開始 12：00～） 
【場所】URGE 

・特定非営利活動法人 iPSコミニティーより、「第 4回
iPS細胞研究基金チャリティーゴルフコンペ」実施に
伴うご協力のお願いが届いております。後方テーブ
ルに置いていりますので、皆様ご覧下さい。 

 
 
 

 

◎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 12 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。 

 

〇社会奉仕委員会           松下 浩章 
・第 27 回高槻シティハーフマラソンが開催されます。
ポイントスタッフのご協力をお願いします。参加につ
きましては、回覧を回しますので皆様奮ってご参加い
ただきますようお願い申し上げます。 
【日時】2019年 1月 20日(日) ※雨天決行 

          出発式 10：05～ 
時差スタート 10：20～ 

【場所】高槻市立陸上競技場周辺 
 
〇60 周年記念事業           河合 一人 

・未来塾の支援事業として吹奏楽が開催されます。参加
につきましては、回覧を回します。ご家族・ご友人を
お誘い合わせて、多数のご参加を宜しくお願い致しま
す。 

【日時】2019 年 2 月 3 日(日)12：00～16：30 

【場所】高槻現代劇場 大ホール 

【内容】吹奏楽で有名な淀川工科高校 丸谷明夫先生を
お迎えして、高槻・島本地区の府立高校 7 校と
私立高校 3 校、淀川工科高校との合同演奏会 

 

 

◎年次総会 

 

議 案 1.  次々年度会長選出の件 

議 案 2.  次年度理事・役員選出の件 

 

Ｓ Ａ Ａ 
只今から 2018～2019年度総会を開催します。 
 

幹 事 
高槻ロータリークラブ細則第 3条１節及び第 5条 

1 節により、年次総会は毎年 12 月第 1 例会に開催し、
次々年度の会長及び次年度の理事及び役員の候補者
を指名委員会の指名に基づいて選挙を行うと定めら
れています。 

  クラブ細則第 5条 3節により、定足数は会員総数の 
3 分の 1と定められており、本日の出席者は 43 名です 
ので総会が成立していることを確認いたします。 

  それでは只今より 2018～2019年度総会を開催いた 
します。クラブ細則第 4条 1 節の定めにより議長は 
伊藤会長ですのでよろしくお願いいたします。 
 

会 長 
    クラブ細則によりまして私が議長を務めさせてい
ただきます。議案１の「次々年度会長選出の件」です
が、指名委員会委員長の浜田会員から報告してもらい
ます。 

 
浜田委員長 
    クラブ細則第３条第１節の規定に基づき、去る 11
月 14 日に指名委員の伊藤会長、入谷エレクト、遡る 3
代の元会長である藤井会員、川畑会員と私（浜田）の
5 名の指名委員による指名委員会を開催しました。審
議の結果、次々年度（2020-2021 年度）の会長候補者
として、井前憲司会員を全会一致で指名し、井前会員
からも快諾を頂きましたので、皆様にお諮りいたしま
す。 

  併せて後ほど入谷エレクトから発表がありますが、
次年度の理事・役員の候補者についても指名されまし
たので、ご承認いただきますようお願いいたします。 

 



 

 

  

会 長 
    只今の浜田指名委員長の説明のとおり、井前憲司会
員が次々年度会長の候補者として指名されました。ご
異議なければ拍手をもってご承認をお願いいたしま
す。 

  拍手多数により承認いただきました。よって、井前
憲司会員が次々年度の会長に当選されました。ありが
とうございました。 

  次に、議案 2の「次年度理事・役員選出の件」です
が、候補者を入谷会長エレクトよりお願いします。 

 
会長エレクト 
   次年度理事、役員の選出について報告いたします。

11 月 14 日開催の指名委員会で、理事・役員候補とし
て指名された方は次のとおりです。副会長：山口誠、
会長エレクト：井前憲司、幹事:小阪大輔、会計:西本
恵美子、理事：内本繁（クラブ運営）、同：長山正剛
（クラブ組織）、同：川畑孝彦、（クラブ研修）、    
同：香西徳治（職業奉仕）、同：橋本憲治（社会奉仕）、
同：篠原光子（国際奉仕）、同：松下浩章（青少年奉
仕）、同：伊藤智秋（直前会長）、同：西田直弘（無任
所）の皆さんです。いずれもご承認くださいますよう
お願いいたします。 

  

会 長 
  異議なければ拍手をもってご承認お願いします。
拍手多数により承認いただきました。ありがとうご
ざいました。 

  ここで会長ノミニーに決まりました井前会員のお
話を聞きたいところですが、本日ご欠席されており
ますのでご挨拶は改めていただくということでお願
いいたしします。 

     
幹 事   

ありがとうございます。 
  これで本日の議案は全て終了致しました。 
  それでは 2018－2019年度年次総会議事を終了いた
します。 

 

◎例会後の行事 
  12 月度定例理事会 

 
12 月度定例理事会議事録 

 

日 時：2018年 12月 5日（水）13：45～15：30 

場 所：例会場 

出席者：伊藤、清水、入谷、片山、河合、川面、小阪、 

白石、長山、西本、藤松、浜田、松下（代理）、 

山室、石田、上村（オブザーバー） 

欠席者：稲富、藤井              敬省略 

議事録作成人 石田 佳弘     

議題 1 議事録承認（石田） 
議事録を確認して承認されました。 

2 会計報告（長山） 
会計報告を確認して承認されました。 

3 明氏お歳暮の件（5,000円程度で承認） 

4 3RC合同例会の件（1/11(金) 12:30～13:30 
                  Urgeで開催） 

承認されました。 
新入会員が合同例会に出席  

→承認（正式な入会は 1/16） 

 

         

5 理事会変更の件（1/30、２/6桃谷樓に変更） 
承認されました。 

6 記念月お祝いの件（2/6）（次週繰り越し）（2/13
に変更） 

承認されました。 

7 高槻シティハーフマラソンの件（1/20） 
・ポイントスタッフの件→当日参加者 23 名
の予定 

・IAC の参加者は本部の方に集まってほしい
が再度確認と言うことで保留 

8 クラブ研修について 
・2月か 3月にする。 
・研修委員会としてはロータリーの友 
への投稿をしたい。 

・各委員長は責任をもって 1 件提出頂 
きたい。 

・6月に結果の研修会を予定。 

9 高槻ロータリークラブのベスト作成 
・会長、会長エレクト、稲富委員長の一任 
・費用は自費 
 

10 その他 
○クラブ運営委員会 

2/6  委員会例会 
2/13  記念月お祝い 

外部卓話 高槻警察からサイバー 
犯罪被害防止。 
12 月中旬の打ち合わせで確定する 

2/20  卓話 大木会員 
2/27  卓話 松下会員・坂野会員 

○2019年 12月 23日の忘年家族例会件 
来年は祝日でないので家族例会は検討する 
こと 

○二人三脚例会は 2月 27日 

 
報告事項 1、補助金管理セミナー 

（2/16(土)）大阪 YMCA会館 
2、ローターアクト第 2回地区献血（2/17(日) 

10：00～16：00 5会場） 
3、フレッシュロータリアン研修セミナー
（3/1(金) 18:00～ ラ・フェットひらまつ） 
4、大阪フレンド RC20 周年の件 
（3/6(水) 15：30～ ニューオオタニ大阪） 
5、IM2組ロータリーデイ 
（吹田江坂 RC 3/16(土) 14:00～16:30  

阪急エキスポパーク） 
 
 

 

◎12/5 卓上花 

 

スイートピー（ピンク）…優美 

（ムラサキ）…永遠の喜び 

エバーライト …変わらぬ心 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 - 2019 年 度 例 会 プ ロ グ ラ ム 

    2018.12.5 修正 

月 日 内  容 例会後の行事 備  考 

12

月 

5 記念月御祝/年次総会/委員会例会 定例理事会 疾病予防と治療月間 

12 卓話 （西澤・藤松） 被選理事会 地区大会 （12/7～8） 

19 卓話 （田渕・藤田） 65 周年実行委員会   

23 26→23 移動例会 於：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 

11 9→11 ３RC 新年合同例会 於：URGE     

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 (河合・馬渕） 被選理事会   

30 卓話（橋本・外部卓話） 於：桃谷樓   ＊職業奉仕委員会 

2 月 

6 委員会例会  於：桃谷樓 定例理事会・65 周年実行委員会 平和と紛争予防/紛争解決月間 

13 記念月御祝/卓話 (早川）  被選理事会   

20 卓話 （大木）     

27 二人三脚例会/卓話（松下・坂野）    ＊国際奉仕委員会 

 

 

 

◎R 財団への寄付 

入谷 治夫君 ￥5,000- 石田 佳弘君 ￥5,000- 

川畑 孝彦君 ￥5,000- 河合 一人君 ￥5,000- 

松下 浩章君 ￥5,000- 西田 直弘君 ￥10,000- 

篠原 光子君 ￥5,000- 山口 誠 君 ￥5,000- 

山室 匡史君 ￥5,000- 

 

        本日の合計  ￥  50,000- 

      7/1よりの累計   ￥ 475,000 - 

           一人当たり平均 ＄83.16 

 

◎米山奨学会への寄付 

藤田 貴子君 ￥5,000- 羽根田茂子君 ￥5,000- 

川脇 健 君 ￥5,000- 西田 直弘君 ￥10,000- 

 

本日の合計   ￥  25,000- 

      7/1よりの累計     ￥  332,500- 

            会員より ￥ 205,000- 

            ｸﾗﾌﾞより ￥ 127,500- 

                       一人当たり平均 ￥6,520- 

 

◎青少年育成基金への寄付 

 川面 智義君 ￥5,000- 山口 誠 君 ￥5,000- 

 

本日の合計 ￥ 10,000-   

      7/1よりの累計 ￥ 510,000- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ニコニコ箱報告 

・誕生記念内祝 伊藤君、藤松君 

・結婚記念内祝 川面君、藤松君、 

小阪君（次年度よろしくお願いいたします） 

・入会記念内祝 川畑君 

・創業記念内祝 羽根田君、橋本君、倉本君、 

西田君（有難うご座居ました）） 

篠原君、山室君 

・大阪歯科大学卒業生として母校に感謝いたします。藤田君 

・次年度役員、理事の御承認いただきありがとうございまし

た。皆様の御協力、御支援賜りたく御願い申し上げます。 

入谷君 

・地区大会後の懇親会宜しくお願い致します。   石田君 

・各記念月お祝いの皆様おめでとうございました。 河合君 

・高槻シティハーフマラソンボランティア宜しくお願い致し

ます。                    松下君 

・リニューアルしたオープンキッチン好評いただいています。 

ご来店よろしくお願い致します。ありがとうございます。 

                        長山君 

 

        本日の合計  ￥   95,000- 

      7/1よりの累計  ￥1,037,000- 

 

 

 


