
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

６月はロータリー親睦活動月間 

 

◎ソング･･･四つのテスト 

◎優良従業員表彰 

◎卓話  稲富 博文君 

   「             」 

 ◎例会後の行事 

   第７回被選理事会 

   新クラブアッセンブリー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3122 回 本日（6/13）の例会 

（1/20）の例会 

◎ソング･･･我等の生業 

◎5 月度皆出席者表彰 

 ◎卓話 東村 賀文君 

   「            」 

     田渕 謙二君 

   「            」 

第 3123 回 次回（6/20）の例会 

No.44  2018 年 6 月 13 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 

  53 名 48 名 92.31 ％ 

前々回例会補正後出席率  95.83   ％ 

但し、 Mup 9 名   欠席者 2 名 

出席規定適用免除有資格者  5 名 

 

 

 

 

 

◎6/6出席報告 

  

高槻ロータリークラブ 
２０１７～２０１８ 

WEEKLY BULLETIN 

※6/27 現ｸﾗﾌﾞｱｯｾﾝﾌﾞﾘｰ 13：30 ～ 例会場 

※6/27 新旧ｸﾗﾌﾞｱｯｾﾝﾌﾞﾘｰ 18：00 ～ 山水館 

先週（6/6）例会より 

◎ビジター・ゲスト            2 名 

高槻市教育委員会 地域教育青少年課  
課長代理  矢野 幸広 様 

   本田 孔士 様 （大阪 RC） 眼科医 

 

◎会長の時間  
今月は親睦活動月間です。 
本日は台湾との親睦でのお話をします。皆さん、根

本博、八田與一（与一）って名前ご存知ですか？ 
先日台北に訪問したとき、このお 2 人の日本人の名

前を耳にしました。残念ながら私は知りませんでした。 
根本博さんは軍人で戦後台湾に密航して蒋介石軍の

参謀となって中国共産軍を厦門沖の金門島で中国軍を
壊滅させ、台湾本島を守ったと言われています。 
八田與一は石川県出身の技術者で台湾南部に灌漑用

水路と、当時東洋一のダム（烏山頭ダム）を作りまし
た。このおかげで農村は、米農作物が四倍から六倍増
えたと言われています。 
今でも彼の命日５／８は慰霊祭が行われています。 

台湾がなぜ親日で、東北大震災での高額寄付が行われ
ているのはこのような日本人のおかげであると思いま
した。ちなみに中山 RC の李さんは、この話を色んな
所に投稿されています。 

是非一度この方たちの、痕跡の地を訪れてみたいと
思いました。 

 

 

◎6/6 卓上花 

 

トルコキキョウ 

   優美・希望 

 

ナデシコ 

   無邪気 
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◎幹事報告  

・2017 年 10月 7 日（土）～9日（月・祝）に開催され

た秋の RYLA セミナーの終了報告書が、ホストクラブ

の豊中 RCより届いております。後方テーブルに置い

ておりますので、ご覧ください。 

・昨年度、高槻 RC「未来塾」で支援した大阪府立三島

高等学校ジャズダンス部が 5 月 6 日（日）に引退公

演を行いました。当クラブからも当日数名が応援に

行きましたが、お礼状が届いております。回覧いた

しますので、ご一読ください。 

・高槻商工会議所より 2018年度会員名簿が届いており

ます。後方テーブルに置いておりますので、ご覧く

ださい。 

・高槻まつり協賛金の依頼が届いております。 

昨年実績は￥50,000-でした。回覧を回しますので、

お 1人￥1,000-以上のご協力をお願いいたします。 

 

◎委員会報告 

〇青少年奉仕委員会          小阪 大輔 

 6月 3日（日）IAC新入生歓迎会にご参加いただきま

した朝倉会員、内本会員、ありがとうございました。

おかげ様で無事終える事ができました。 

  

〇国際奉仕委員会           伊藤 智秋 

 今年度、ポリオプラスへの寄付額がございません。 

 どうぞご協力宜しくお願いいたします。 

 

◎外部卓話 

高槻市教育委員会地域教育青少年課 

      課長代理  矢野 幸広 様 

「青少年の健全育成に関して」 

 

  

◎例会前の行事 

2017～2018 年度 6 月度定例理事会議事録 

 
日 時： 2018年 6月 6日（水） 11:15~11:55 
場 所： 例会場 
出席者： 浜田、井前、大木、馬渕、河合、朝倉、稲富、

伊藤、小阪、川畑、坂野、橋本 
欠席者： 藤井、田渕 

 
議事 
１．前回議事録承認 
   異議なく承認された。 
 
２．5 月度会計報告 
   異議なく承認された。 
 
３．6/20 例会、会長不在の件 
   浜田会長が本年度国際大会出席のため、当日例会

の会長代理を井前副会長に依頼する旨、報告があ
った。 

 
４．現クラブアッセンブリーと新旧クラブアッセンブリ

ーについて 
   6/27の両クラブアッセンブリーについて、現執行

部が進行を行うことを確認した。 
 
５．8/11 開催ブキビンタン RC 会長就任式について 
   姉妹クラブであるブキビンタン RC 会長就任式へ

の出席者並びに引率リーダーの選定については、
次週の被選理事会で決定していただくことにな
った。 

 
６．その他 
  ・高槻まつりへの協賛依頼について 
    例年通り@1,000-以上でお願いし、回覧するこ

とを承認した。 
  ・ポリオプラスについて 
    本日例会で会員に拠出を呼びかけることにな

った。 
  ・2019.6.15(土)の 65周年記念事業について 
    当日の会場である高槻現代劇場大ホールを予

約する費用として、15 万円を当年度会計 
（60周年口座）から仮払いする旨、承認した。 

  ・優良従業員表彰について 

    申送り事項として次年度からは 1社あたり 1名
推薦でお願いすることになった。 

 
  

     

 



   

 

 

  

〇第４回情報集会ならびに新入会員歓迎会 

  情 報 集 会 16：00～17：00（つきの井） 

        参加者  25 名 

  新入会員歓迎会 17：00～19：00（つきの井） 

    参加者  27 名 

   

   

   

    

      

 

◎5 月 30 日 例会後の行事 

〇職場見学会 14：00～16：00 

  会員企業 ㈱フジワーク様（26 名参加） 

 

    

   



 
 

◎ニコニコ箱報告 

・誕生記念内祝 藤田君（年齢非公開でお願いします）、 

片山君、 

西澤君（いつもありがとうございます） 

・結婚記念内祝 深野君 

（今週末に妻と記念旅行に行って来ます！） 

・入会記念内祝 飯島君（これからも宜しくお願い致します） 

倉本君 

・創業記念内祝 長井君 

・歓迎会、酔っぱらってしまい申し訳ありませんでした。

飯田君 

・新入歓迎会では 3次会まで高槻のドンファンの皆様に 

お世話になりました。           塚本君 

・高槻市教育委員会 矢野様の卓話を聞いて。 丸山君 

・矢野様、卓話ありがとうございました。   大木君 

 

         本日の合計  ￥  55,000- 
       7/1 よりの累計  ￥2,340,746- 

  

◎R 財団への寄付 

 坂野 信一君 ￥10,000- 
（フジワーク白石社長、先週は職場見学、快く受け入れて頂き

誠に有難うございました。白石社長以下従業員の方々に大変感

謝致しております。学び多き貴重な時間となりました。お世話

になりました） 

 浜田 厚男君 ￥5,000- 岩井 祐造君 ￥5,000- 

 片山美智子君 ￥5,000- 丸山 俊郎君 ￥5,000- 

 山口 誠 君 ￥5,000- 

 
         本日の合計  ￥  35,000- 
       7/1 よりの累計  ￥1,045,000- 

           一人当たり平均 ＄186.27 

 

◎ポリオプラスへの寄付 

 朝倉 通憲君 ￥5,000-  

藤田 貴子君 ￥5,000-（お役に立てれば幸いです） 

 浜田 厚男君 ￥5,000- 橋本 憲治君 ￥5,000- 

 飯島 勝己君 ￥1,000- 井前 憲司君 ￥10,000- 

 石田 佳弘君 ￥10,000- 伊藤 智秋君 ￥10,000- 

 岩井 祐造君 ￥10,000- 河合 一人君 ￥10,000- 

 松尾 浩 君 ￥10,000- 大木 城司君 ￥5,000- 

 内本 繁 君 ￥10,000- 

（矢野さん、貴重なお話ありがとうございました。） 

山口 誠 君 ￥10,000-  

 

        本日の合計  ￥106,000- 

          一人当たり平均 ＄18.89 

 

◎米山奨学会への寄付 

 藤田 貴子君 ￥5,000-  

 

         本日の合計  ￥  5,000- 
       7/1 よりの累計  ￥ 809,500- 
         会員より  ￥542,000- 

ｸﾗﾌﾞより  ￥267,500- 

           一人当たり平均 ￥15,873 

 

 

 

 

 

 


