
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 浜田厚男 幹事 橋本憲治 クラブ運営委員長 馬渕晴彦 会報担当副委員長 藤田貴子 

４月は母子の健康月間 

 

◎ソング････四つのテスト 

◎卓話 

  馬渕 晴彦君 

   「我が故郷の偉人 ～ 大宅壮一 」 

◎11：00～ クラブ戦略計画委員会 

◎例会後の行事 

   第 5 回被選理事会 

 ◎65 周年実行委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3114 回 本日（4/11）の例会 

（1/20）の例会 

◎ソング･･･日も風も星も 

◎３月度皆出席表彰 

◎卓話 

  朝倉 通憲君 

   「ロータリーの良さを知る 」 

第 3116 回 次々回（4/25 の例会） 

No.36  2018 年 4 月 11 日発行 

 イアン H.S. ライズリー RI 会長 

 

 

ＲＯＴＡＲＹ：ＭＡＫＩＮＧ Ａ ＤＩＦＦＥＲＥＮＣＥ～ロータリー：変化をもたらす 

 

会員数 出席者数 出席率 

  52 名 48 名 96.00 ％ 

前々回例会補正後出席率  93.88  ％ 

但し、 Mup 5 名   欠席者 3 名 

出席規定適用免除有資格者   3 名 

 

 

 

 

 

◎4/4出席報告 

  

高槻ロータリークラブ 
２０１７～２０１８ 

WEEKLY BULLETIN 

先週（4/4）例会より 

◎ビジター・ゲスト            0 名 

※4/18（第 3115 回） は移動例会 観桜会 

 ⇒4/21（土）～22（日） 

 

◎会長の時間  

 

今月４月は母子の健康月間です。しかし私には何も

コメントできません。そこで最近思っている健康につ

いてのお話をさせていただきます。 

井前副会長も昨日、腰の手術をされました。私に、

レントゲン写真と「今準スパゲッティですので、例会

は欠席です。体の中でこんなこともできるんやなあと

感心しています」と、私には理解できないメールが届

きましたが、無事手術も終わり安心しております。 

最近テレビを観たら健康番組が非常に多く、腰痛や

ら股関節、高血圧やら心不全の特集が毎日のようにゴ

ールデンタイムに放映されています。私も思い当たる

フシがあるのでついつい気持ちがくらくなってきま

す。 

でも考えたら若いときのように体が動かなくなった

り、不調になったりはみんな同じだと思います。運動

して不摂生はしないように体重を落として食べ物に気

をつけてという結論が多いです。やれることは皆さん

それぞれあると思います。お酒の量を最後の一杯減ら

し、油ものは全部食べないとか、車を使わず例会に来

るとか少しやってみようではありませんか？ 
 

 

※5/2 は定款による休会 

 

  

米山功労者表彰 
 

  片山 美智子君  第 4 回米山功労者 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◎幹事報告  

・先週、例会にて高槻東 RC よりご案内がありました

が、創立 45 周年記念フォーラムが開催されます。

出欠の回覧を回しますので、ご返答を頂きますよう

お願いいたします。 

 

 【日 程】2018年 5月 19 日（土）13：30～17：30 

 【場 所】ホテル グランヴィア大阪 20F 

 【テーマ】これからのロータリー 

“魅力あるクラブにするために” 

 ※4 月 20 日締切 

・高槻市緑化推進連絡会より平成 30 年度緑の募金運

動のお願いが届いております。回覧を回しますの

で、御協力のほど宜しくお願いいたします。 

 （羽根￥50-、バッジ￥300-） 

・高槻市消防長の退任の挨拶と新任挨拶の文書が届い

ております。 

・事務局後任のご挨拶 

   森重 芳子（もりしげ よしこ）様 

 

◎委員会報告 

〇職業奉仕委員会           坂野 信一 

 先だってご案内いたしておりました職場見学会の

日程が、5月 30日（水）に変更になりました。終了

後は、懇親会を予定しておりますが、第 4 回情報集

会と併せて開催することになりました。 

 改めてご案内と回覧を回しますので、ご参加くださ

いますようお願いいたします。 

 

〇65周年事業       会長エレクト伊藤 智秋 

① 65 周年のための特別徴収について本日理事会

にて承認をいただきました。次年度、上期下期

の会費に加えて￥20,000-の臨時会費を徴収さ

せていただきたいと思いますので、御協力よろ

しくお願いいたします。 

② 今週末 7 日（土）地区協議会が開催されます。

参加される方は、JR 高槻駅に 10 時 40分にお集

まりいただいて昼食をとった後参加したいと

思いますのでよろしくお願いいたします。当日

参加の方は遅れないようにお集まりください。 

③ 4 月 11日（水）第 5 回被選理事会を開催します

が、併せて 65 周年実行委員会も開催いたしま

すので、被選メンバーではない実行委員メンバ

ーもお集まりください。よろしくお願いいたし

ます。 

〇高槻 RC未来塾            藤井 敏雄 

 一昨年の未来塾で支援した三島高校ジャズダンス

部 Beltice引退公演のご案内が届いております。 

 回覧を回しますので、是非ご参加いただきますよう

お願いいたします。 

   【日時】2018年 5月 6日（日） 

        18：00開場 18：30開演 

   【場所】高槻現代劇場 

 

〇写真コンテストについて       清水 利男 

 後方に掲示しております写真コンテストは今日を

最終とさせていただきます。まだ投票されておられ

ない方はお帰りになるまでに投票いただきますよ

うお願いいたします。来週までに集計をして表彰で

きるように努力したいと思います。 

よろしくお願いいたします。 

 

◎委員長会議報告 

  クラブ戦略計画委員会       川畑 孝彦 

2017－18 年度 
第 1回クラブ戦略計画委員長会議報告書 
 

2018年 3月 17日 10：30から 12：00 
 
クラブ戦略委員会の活動に関するアンケート結果発表 
クラブ戦略計画委員会 71クラブ  

未発足 11クラブ 
クラブ戦略計画委員会は年間開催 

 1～2回 32クラブ ３～5回 24クラブ 
      6回以上 10クラブ 未回答 5 クラブ 
クラブ戦略計画委員会の機能 

   クラブ運営の中長期的な方針や目標を検討する       
63 クラブ 

   会員数の中長期的計画を検討する             
42 クラブ 

   クラブの奉仕事業（必要性・継続性・進化性）
を検討する            30クラブ 

   クラブ細則改定案の起案や検討を行う           
23 クラブ 

   財政面の中長期的計画を検討する             
22 クラブ 

   理事会のアドバイザー的な機能を果たす          
22 クラブ 

   導入する             34クラブ 
   導入しない            36クラブ 
   未回答              12クラブ 
細則を改定したクラブ項目 

   例会頻度             22クラブ 
   入会金規定            10クラブ 
   年会費規定            8 クラブ 
   出席規定             5 クラブ 
   例会開催形式           4 クラブ 
   その他（理事役員の人数）     1クラブ 
細則の改定目的の項目集計 

   会員増強            23クラブ 
   クラブの活性化         17クラブ 
   出席率の向上          12クラブ 
   ホームクラブ出席率向上     8クラブ 
   中長期的な計画立案       8クラブ 
クラブ戦略計画委員会の稼働による成果 

   中長期目標が 明確になった   23クラブ 
   クラブが活性化した       20クラブ 
   奉仕事業の見直しが出てきた   17クラブ 
   会員増強に繁がった       16クラブ 
   ホームクラブ出席率向上     7クラブ 
 
クラブ戦略計画委員会の成果について 

 

 活動の成果がある反面、戦略委員会が発足している
71 クラブの内、活動成果の未記入が 16 クラブあり、2

割以上のクラブが活動の成果を明確に感じ得られてい
ないのかと思われます。 

 

アンケート回答要約所感 ① 

 アンケート調査は、2015 年 5 月と 10 月・2017 年 12

月と 3年間で 4回の実施となり、１～2回目の調査では、
発足の推奨とクラブの意向の把握を行い、3 回目では、
委員会活動の継続状況とその内容、クラブ内の周知等
について行い、4 回目では、活動の目的と成果について、
内容を項目別に取り纏め、クラブにとって有益な情報
提供をすることを目的として実施致しました。 

 

 

 

 



   

 

 

  

アンケート回答要約所感 ②   

 3 年度に亘るアンケート回答は、委員会発足の是非、
活動の継続性と目的などについては、該当年度ごとの
クラブ会長の思考性や理事会の決定プロセスによっ
て、各年度の回答ニュアンスに変化が生じていると思
われます。 

 

アンケート回答要約所感 ③ 

 クラブ戦略計画委員会の未発足を固定化しているク
ラブと検討を重ねながらも発足していないクラブが混
在していると思われます。委員会の名称に拘らず、単
年度の審議事項や短期的思考に隔たりがちな理事会と
戦略委員会の目的である中長期的な課題や長期的思考
を主題とする機能との違いを明確にして、クラブの将
来を考えていく必要があるのではないでしょうか。 

 

発足クラブ発表 

・くずは RC クラブ戦略計画の策定 奉仕活動とク
ラブ運営の今後をテーマ、50 周年に向け、会員数を
100 名にする。5 年ごとに記念事業・奉仕活動の見
直し。 

 

・大阪堂島 RC 変えてはいけない Rotary、変えない
といけない Rotary をテーマ、若手に奉仕活動を計画
実行していただき、会員増強につなげていく。 

 

・大阪西南 RC 職業奉仕とクラブ戦略計画の実施をテ
ーマ、ロータリーでは、会員同士のビジネスを禁止
しているが、禁止を撤廃して、活動をする。現在ビ
ジネス塾を開催し、会員以外の方も参加できるよう
にし、会員増強に努めている。 

 

総論：クラブ独自の社会奉仕・職業奉仕・青少年奉仕
を地域社会に浸透し、会員増強につなげていくこと
も検討してはと思いました。 

 

 

◎委員会例会 

 

 
 

◎例会前の行事 

 4 月度定例理事会 
 

2017～2018年度 4月度定例理事会議事録 
 

日時： 2018年 4月 4 日（水） 11:15～12:00 

場所： 例会場 

出席者：浜田、藤井、田渕、大木、馬渕、河合、朝倉、

稲富、伊藤、小阪、川畑、坂野、橋本 

欠席者：井前 
 

議事 
１．前回議事録承認 
   異議なく承認された。 
 
２．3 月度会計報告 
   異議なく承認された。 
 
３．プログラムについて 

   4/11 は馬渕会員の 30 分卓話となった。 

   5/16 に高槻中高 IAC の年次報告会、 

6/6 は高槻市青少年課の外部卓話を予定するこ
とになった。 

 

４．65 周年に向けての資金徴収について 

   来年度の年会費徴収時に、前後期分とも臨時会費
として 2 万円づつ追加徴収することになった。 

 

5．高槻東 RC45 周年記念式典について 

   お祝いとして 5 万円＋1 万円×出席人数分、クラ
ブから拠出することになった。 

 

6．その他 

   4/11 の 11 時よりクラブ戦略会議を開催すること
になった。 

 

5/23予定のフジワークでの職場見学会が 5/30に
変更になり、終了後、情報集会を開催すること
になった。 

 

6/27の 1:30より現クラブアッセンブリーを例会
場で行い、同日夕刻より新旧クラブアッセンブ
リーを山水館で行いことになった。 

 

台北中山 RC 訪問日程とお祝い金額を本日開催
の国際奉仕委員会例会で決めることに なっ
た。 

 

5/6 開催の三島高校ダンス部講演会チラシを本
日の例会で告知することになった。 

なお 60周年記念事業会計より 5万円のお祝い金
を拠出することになった。 

 

5/2 を事務局臨時休業することを承認した。 

 

作成者 橋本憲治 

 

 

◎4/4 卓上花 

 

アルストロメリア 

  友情 

 

ドラセナ 

  幸福 



 

  

 第 3 回情報集会結果    クラブ研修委員会 

 

2018 年 3 月 28 日（水）例会後、例会場において、
情報集会が開催され、33 名出席のもとテーブルディス
カッションした。その状況は、次のとおりです。 

テーマとして、2017～2018 年度当クラブ戦略計画
のビジョンである 

「品格と活気溢れるクラブ創り。クラブを変革さ
せ魅力ある楽しいクラブに」 

を、実践するための個々、具体的方策等について、各
テーブルに分かれて意見討論した。 

テーブルリーダーを担当した朝倉会員、山室会員、
長山会員及び西澤会員から討論内容を集約して各発
表されたが、その要旨は次のとおりです。 

① クラブの活性化は、例会にあり、出席が楽しく活
気溢れる例会にするため創意工夫する。例えば、
元気よくロータリーソングを歌って例会に臨む気
分を高めるため、当クラブにもソングリーダーを
決めたらどうか。また、例会前又は後に、例会場
の片隅にドリンクコーナーを設置して談笑するな
どして可能な限り親睦の時間を長くとる（例会の
食事の限られた時間では多くと話をしたくても時
間が少ないから）。他クラブを積極的に訪問して、
その例会状況を参考にするなどして良いことは可
能な限り取り入れる。例会時間を朝（モーニング）
とか夕刻（ディナー）にするロータリークラブも
ある。 

② 「ロータリーの友」や「抜粋の綴り」などロータ
リー情報誌に、参考になる記事があれば、これを
例会等で紹介すること。それによってロータリー
を勉強できる。 

③ ロータリーの行事、親睦会などの予定案内は、例
会で回覧するほか、週報にも載せるなどしてその
周知徹底を図れば、行事等予定の見落としや忘れ
ることは少なく、それだけ参加率も上がるのでは
ないか。 

④ 例会の回数を減らしてもいいのではないか。例え
ば例会日を 1 回減らし月 3 回とすれば出席率が上
がるだろうし、1 回分の例会経費が 15 万円とする
と年間 180 万円の財源が生まれ、他の活動費に回
せる。また、通常例会を減らしたことによる財源
を活かし、移動例会を増やしてはどうか。会員の
ネットワークを生かして、高槻や大阪市内の魅力
ある店で食事を楽しむなど、ワクワクした例会が
できる。 

⑤ 周年事業に予算措置を講じてこれを制度化しクラ
ブの存在をアピールしてはどうか。例えば 60 周年
事業に際してバレーボールの大会で「ロータリー
賞」を出したが、クラブの存在を地域にアピール
できる。 

⑥ 国際友好クラブとの交流が盛んになると、例えば、
ブキビンタンとの交流のように、参加者が固定し
て、個人負担も少なくない。今後の国際交流のこ
とも考え、国際交流基金の制度化を検討してはど
うか。例えば 1 回の友好クラブの訪問の場合には、
30 万円の予算措置を講じるなどの制度をつくっ
てはどうか。 

⑦ 同好会活動には、クラブから補助金を出すことを
検討してはどうか。例えばゴルフ同好会に補助金
を出しても入賞者がニコニコをすることによって
かえってくるので財政を圧迫することはないと思
われる。また、同好会の存在をアピールして、皆
にわかるようにしてほしい。 

⑧ ロータリーは、親睦から始まり、クラブ環境が品
格をつくり、自ずと奉仕活動に熱が入り、その結
果クラブが充実し魅力的になる。 

 

⑨ 昔、先輩ロータリアンから「ロータリーは品格ある知
的サロンであるべし。ただ金を使うだけでなく知恵を
使え」といわれた。知恵も金を使うことも大切だが地
域の人たちから「さすがロータリー」といわれるくら
いの広報活動がクラブの行動力となり活気も生まれ
る。会員増強と広報活動に明るい人材発掘が重要。 

⑩ 事業活動に金を使わず知恵を使うようにしたい。高槻
ロータリーは財政的に豊かではあるが無駄遣いがな
いよう肝に銘じたい。 

⑪ 高槻ロータリークラブの品格や活発度を問う上で、例
会の受付態度の洗練が必要だ。特にビジターやお客さ
んに対する受付は、品格さを問われる。一流のホテル
やゴルフ倶楽部では、玄関先で支配人以下従業員が出
てきて、きちっと並ばれて挨拶をされた経験もあるだ
ろう。他クラブはきちっとしているところもあるが当
クラブはどうだろうか。改善すべき点はないか考えて
みよう。 

⑫ ここ数年で入会 5 年未満の会員が 5 割を超えたが、
ロータリアンとしてのあるべきことやマナーや知識
が失われ、引き継がれていない気がする。 

⑬ 新人ロータリアンとしての研修的な機会が少ないよ
うに思う。新人研修・教育的なオリエンテーション又
は夜から始まるような炉辺会談など活発にしてはど
うか。 

ロータリーは教えてもらうというより自ら学び育っ
ていくことが必要ではあるが、わからないことは先輩
会員に聞くという積極的な行動が必要であるが、先輩
会員も聞かれやすい雰囲気づくりが必要ではないか。 

⑭ 品格は一人ひとり違うもの、生き様が品格。それを認
めて学ぶことが大切で多様性を受け入れることが大
切。またその価値観の共有が大切である。一番大切な
ことは、例会に出て学び、良い部分は真似をすること。 

⑮ クラブの活性化のために、ほかのクラブでやっている
点でいい点を参考にしたらどうか。メーキャップに行
くと気づき参考になることもある。 

⑯ 例会の受付で、ゲストの対応はもっと丁寧にやった方
が良い。 

⑰ クラブが活性化するには会員増強が最も重要で高槻
ロータリークラブに入りたいと思えるようなクラブ
になる必要がある。 

 

以上 積極的に意見が出された。 

 

（研修委員会寸評） 

総評的には例会での立ち振る舞い及び内容等、例会の充
実がクラブの活性化につながるとの考えが基本というこ
とに落ち着くのではないか。 

本意見・提言には、賛否両論あると思われますが、「決め
る」というのでなく皆で「考える」ことを目的とした集
会ですから、これを参考にしてクラブ運営に資すればよ
いと思います。 

以 

以上 

 



 
 

◎R 財団への寄付 

朝倉 通憲君 ￥5,000- 浜田 厚男君 ￥5,000- 

河合 一人君 ￥5,000- 生駒 俊雄君 ￥5,000- 

石田 佳弘君 ￥5,000- 大木 城司君 ￥5,000- 

内本 繁 君 ￥5,000- 山口 誠 君 ￥5,000- 

 

         本日の合計 ￥ 40,000- 
       7/1 よりの累計 ￥855,000- 

           一人当たり平均 ＄161.20 

 

◎米山奨学会への寄付 

坂野 信一君 ￥5,000- 橋本 憲治君 ￥5,000- 

生駒 俊雄君 ￥5,000- 岩井 祐造君 ￥5,000-  

上村富美男君 ￥5,000- 

 

         本日の合計  ￥ 25,000- 
       7/1 よりの累計  ￥ 707,500- 
         会員より  ￥440,000- 

ｸﾗﾌﾞより  ￥267,500- 

          一人当たり平均 ￥13,873- 

 

 

 

◎ニコニコ箱報告 

・誕生記念内祝 早川君、東村君（今度異動はありませ

んでした。又１年よろしくお願

いいたします。今年の桜は例年

より 10日早いそうです。桜の早

い年は景気が良いらしいです。

今年が楽しみです）、大木君、

内本君 

・結婚記念内祝 橋本君、山口君 

・入会記念内祝 深野君（2年が経ちました。これから皆様

とのご縁がさらに深まることを

楽しみにしております）、 

古川君（金曜日タイガース応援に京セラ

の VIP ルームに中日を倒しに行っ

て来ます。深野さんありがとうご

ざいます。メッセたのんまっせ。）、 

浜田君、東村君、石田君、清水君、 

・創業記念内祝 朝倉君、坂野君、早川君、東村君、 

波々伯部君、飯田君、岩井君、 

川脇君、小阪君、 

馬渕君（古いものは古きがゆえに尊い!!） 

清水君、上村君 

・各記念月の皆さん、おめでとうございます。 

心からお祝い申し上げます。      河合君 

 

         本日の合計  ￥125,000- 
       7/1 よりの累計 ￥1,887,000- 

  

 

 

◎会員の動き 

 

 山室会員の社名が変更になりました。（４月１日より） 

  

 新）山室法律事務所 

 

 

         ２０１7～２０１8 年度例会プログラム         2018.4.4 修正 

     月 日 内   容 例会後の行事 備   考 

4 

4 
委員長会議報告（川畑）、 

委員会例会 
定例理事会（例会前） ＊母子の健康月間 

11 卓話（馬渕） 被選理事会   

18 移動例会 → 4/21～22 観桜会 4/21～22   

25 卓話（朝倉）   （担当）クラブ研修委員会 

5 

2 休会   ＊青少年奉仕月間 

9 卓話（深野・石田） 定例理事会（例会前）   

16 高槻 IAC 年次報告会 被選理事会   

23 卓話（西田）     

30 卓話（羽根田） 
職場訪問㈱フジワーク     

第 4 回情報集会 
（担当）職業奉仕委員会 

6 

6 外部卓話（高槻市青少年課） 定例理事会（例会前） ＊ロータリー親睦活動月間 

13 優良従業員表彰、卓話（稲富） 被選理事会 国際大会（トロント） 

20 卓話（田渕、東村）     

27 会長・幹事退任挨拶 
現ｸﾗﾌﾞｱｯｾﾝﾌﾞﾘｰ           

新旧ｸﾗﾌﾞｱｯｾﾝﾌﾞﾘｰ 
（担当）社会奉仕委員会 

 


