
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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･･･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 本日（4/25）の例会 

（1/20）の例会 

 

◎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 

◎卓話 

  深野 裕一君 

   「               」 

  石田 佳弘君 

   「              」 

◎例会前の行事  5 月度定例理事会 

 

第 3117 回 次回（5/9 の例会） 

No.37  No.38 合併号  2018 年 4 月 25 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  39 名  81.25 ％ 

前々回例会補正後出席率  100.00  ％ 

但し、 Mup  8 名   欠席者 0 名 

出席規定適用免除有資格者  2  名 

 

 

 

 

 

◎4/11出席報告 

  

高槻ロータリークラブ 
２０１７～２０１８ 

WEEKLY BULLETIN 

先々週（4/11）例会より 

◎ビジター                1 名 

    本田 孔士様（大阪 RC）眼科医 

※5/2（水） は定款による休会 

 

◎会長の時間  

 
携帯電話のお話です。 
最初に観たのがバブル真っ盛り平成になった頃平野ノ

ラが持っているショルダータイプの電話を最初に現場で
見ました。なんと便利な時代になったと思いました。  
私が最初に持ったのが平成 5 年ごろ関西デジタルホン

という（今のソフトバンク当時 JRが株主）のを初めて持
ちました。電話機能しかありませんでしたが外出先でも
連絡できとても嬉しかった記憶があります。平成 7年の
地震の時は携帯しか繋がらなかった思いがあります。 
そのうちメール機能がついて、写真が撮れ、今やネッ

トに接続でき、買い物や映画が観られ、本も読めてゲー
ムも出来て。地図が出てきて、翻訳機能が外国人とのコ
ミニュケーションまでできるといったものになってきて
います。 
そのおかげでなくなったものも沢山あります。ポケベ

ル、公衆電話、駅の伝言板テレホンカード、最近では高
槻のツタヤさんがフィットネスクラブになろうとしてい
ます。昔は電話で前の日までに待ち合わせ場所を確認し
ていましたが、最近は携帯で相手の場所まで把握できま
すので便利な時代です。 
 

 

◎3 月度皆出席表彰 

 

 奥田 晴基君  通算 19 年 

藤井 敏雄君  連続 9 年 

石田 佳弘君  通算 6 年 

河合 一人君  通算 6 年 

藤田 貴子君  通算 3 年 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◎幹事報告 
・門真ロータリークラブより幹事代行のお知らせが届

いております。4 月 6 日より藤田正明様が幹事代行
就任されました。 

・御協力いただきました米山 100 円募金は￥29,400-
が集まりました。4 月 5 日にお振込が完了いたしま
したことご報告いたします。御協力ありがとうござ
いました。 

 

◎委員会報告 

〇クラブ運営委員会          馬渕 晴彦 

 4/21～22 に観桜会が開催されます。参加される方

は、8：00 に松阪屋西側に集合ください。 

 

〇クラブ研修委員会          朝倉 通憲 

 
職場見学会と第4回情報集会及び懇親会を下記のと
おり開催いたしますので、多数のご参加を、よろし
くお願いいたします。 

記 
【日時】2018年 5月 30日（水）例会後 
     職場見学：14:00～16:00（予定） 

情報集会：16:00～17:00（予定） 
懇親会 ：17:00～19:00（予定）  

 
【場所】 職場見学：株式会社フジワーク 

（高槻市高槻町 11－2） 
     情報集会・懇親会：つきの井 
 
【会費】 5,000円（懇親会） 
 
【内容】 職場見学会についての行程等は追って 

 
情報集会については 
「品格と活気溢れるクラブ創りとロータ
リアンの中核的価値観について」の卓話と
対話を予定 

 
〇国際奉仕委員会           伊藤 智秋 
 先日来会された台湾中山 RC 創立 29 周年記念の会へ
のお誘いをいただいておりますので、御案内いたしま
す。 
中山 RC では毎年、創立記念日のお祝いを開催される
そうです。地区でも「国際奉仕活動とは補助金を使う
プロジェクトだけではなく、海外のロータリークラブ
と会食をしたりして交流することも国際奉仕活動で
ある」と明言されました。中山 RC は台北中心部に位
置し、会員は 30 名弱、日本語を話す会員が 3 名程お
られ、大変に親日です。 
 【行程】2018年 5月 25日（金） 
       関西国際空港発 11：10 
       台北着     13：05 
               （約 2時間 55分） 
        ※夜にお祝いの会に出席 
     2018年 5月 26日（土）自由行動 
        台北近郊の十分を観光予定 
     2018年 5月 27日（日）お昼まで自由行動 
       台北発     13：55 
       関西国際空港着 17：15 
               （約 2時間 40分） 
 【料金】１名様約￥65,000～￥70,000-（食事別） 
 お申し込みは浜田会長が一括して引き受けてくだ
さいますが、キャンセルは個人でお願いします。現地
集合流、解散の方も歓迎です。ご家族のご参加も歓迎
いたします。よろしくお願いいたします。 
  

◎卓話                               馬渕晴彦君 

「我が故郷の偉人～大宅壮一」 

 

 

 

 

 

移動例会 観桜会（4/21～22）より 

会員数 出席者数 出席率 

  52 名 12 名  27.91 ％ 

前々回例会補正後出席率  98.00  ％ 

但し、 Mup 1 名   欠席者 1 名 

出席規定適用免除有資格者   9 名 

 

 

 

 

 

 

〇写真コンテストについて       清水 利男 

入賞者の発表と表彰をいたしました 

 

◎4/11 卓上花 

 

ガーベラ 

  神秘・究極の美 

ｽﾌﾟﾚｰｶｰﾈｰｼｮﾝ 

  集団美 

玉シダ 

  愛らしさ 



   

 

 

  

 

◎4/21～22 移動例会（観桜会）出席報告 

  

  

    

 

◎会員         12 名 

 家族          3 名 

  

4月21日（土） 

8：00 出 発 松阪屋西側 

9：00 ビデオ 桜守の詩～人々 の愛情に生きた

荘川桜～ 

9：20 ビデオ 日曜美術館 

～向井潤吉の戦後～ 

9：30 ビデオ プロジェクトＸ 

～巨大輸送作戦～ 

10：30 ビデオ トリハダマル秘スクープ～ダムに

沈む愛された桜～ 

12：00 食事 道の駅（名物天ぷらそば） 

13：00 見学 荘川桜（樹齢４５０年の桜） 

13：45 到着 荘川桜記念館・

JPOWER 

14：30 ビデオ 白川郷 

15：00 見学 白川郷（世界遺産） 

16：15 見学 白川郷展望台 

17：30 到着 旅館「八ツ三館」 

18：30 例会 旅館内 

 食事 懇親会 

21：00 親睦 カラオケ 

 

 

 

4月22日（日）           

9：00 見学 飛騨街並み巡り  

12：00 食事 かな和 

（名古屋コーチン） 
 

13：00 親睦 ビンゴ等  

16：00 解散 松阪屋西側  

（13：30） （見学） （犬山城）  

（18：00） （解散） （松阪屋西側）  

 

 



 
 

 

 

◎ニコニコ箱報告（4/11） 

・創業記念内祝  丸山君（創業記念御を頂いて） 

・写真で佳作をいただきましたので。     朝倉君 

・写真コンテスト入選させていただいて。   藤井君 

・写真コンテスト佳作を頂いて。       深野君 

・写真コンクール３位ありがとうございました。浜田君 

・その他                  石田君 

・写真コンテスト３位！ 

ありがとうございました。         伊藤君 

・米山功労者を頂いて。           片山君 

・賞をいただき。              川面君 

・４位ありがとうございました。       西澤君 

・少し良いことがありました！        丸山君 

・１位に選んで頂き心から感謝しています。  丸山君 

・写真展お目が高いで賞、ありがとうございます。 

白石君 

・お目が高いで賞いただきました。      上村君 

・写真展で賞をいただいて。         山口君 

・写真コンテスト佳作をいただきありがとうございます。                   

山室君 

 
         本日の合計  ￥  83,000- 
       7/1 よりの累計  ￥1,970,000- 

  

◎R 財団への寄付（4/11） 

 朝倉 通憲君 ￥5,000- 伊藤 智秋君 ￥5,000- 

 丸山 俊郎君 ￥5,000- 白石 純一君 ￥5,000- 

 

         本日の合計  ￥ 20,000- 
       7/1 よりの累計  ￥  875,000- 

           一人当たり平均 ＄164.97 

 

◎米山奨学会への寄付（4/11） 

 浜田 厚男君 ￥5,000- 羽根田茂子君 ￥10,000- 

 片山美智子君 ￥5,000- 

 

         本日の合計  ￥  20,000- 
       7/1 よりの累計  ￥ 727,500- 
         会員より  ￥460,000- 

ｸﾗﾌﾞより  ￥267,500- 

           一人当たり平均 ￥14,265- 

 

 

 

 

       

 

   

 

 


