
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

  移動例会（於：山水館）18：00～ 

◎ソング･･･手に手つないで 

◎5 月度皆出席表彰 

◎年間出席優秀者表彰 

◎会長・幹事退任挨拶 

 ◎例会前の行事 

現ｸﾗﾌﾞｱｯｾﾝﾌﾞﾘｰ ････16：00～山水館 

   新旧ｸﾗﾌﾞｱｯｾﾝﾌﾞﾘｰ ････  

現ｸﾗﾌﾞｱｯｾﾝﾌﾞﾘｰ終了後～山水館 

送迎バス出発 15：30 西武前より出発 

           17：30 西武前より出発 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3123 回 本日（6/27）の例会 

（1/20）の例会 

2018～2019 年度初回例会 

 

◎国歌・・・・君が代 

◎ソング・・・奉仕の理想 

◎新旧会長、幹事バッジ交換 

◎誕生、結婚、入会記念月御祝 

◎創業記念月御祝 

◎伊藤会長、石田幹事就任挨拶 

◎例会後の行事  7 月度定例理事会 

第 3124 回 次回（7/4）の例会 

No.45  2018 年 6 月 27 日発行 

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

 

◎6/13出席報告 

  

高槻ロータリークラブ 
２０１７～２０１８ 

WEEKLY BULLETIN 

先々週（6/13）例会より 

◎年間優良出席者表彰 

〇100％出席 

浜田 厚男君  松下 浩章君 

西本恵美子君  大木 城司君 

 

〇ホームクラブ・親睦会出席優秀者 

 朝倉 通憲君  藤井 敏雄君 

 深野 裕一君  井前 憲司君 

 入谷 治夫君  石田 佳弘君 

 奥田 晴基君  内本 繁 君 

会員数 出席者数 出席率 

  53 名   48 名  94.12 ％ 

前々回例会補正後出席率  94.00 ％ 

但し、 Mup  3 名   欠席者 3 名 

出席規定適用免除有資格者  3  名 

 

 

 

 

 

５月度皆出席表彰 

伊藤 智秋君  連続11年 

坂野 信一君  通算 3年 

 

◎ビジター・ゲスト              4 名 

 株式会社 高  浄         永谷 富代 様 

株式会社 高  浄         中山 美春 様 

三井住友信託銀行株式会社 高槻支店 赤松 真梨子 様 

猪俣 由宇 様   （高槻東 RC）     広告業 

◎6/20は臨時休会～大阪北部地震のため 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 イアン H.S. ライズリー RI 会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎幹事報告  

・2月 6日に発生した台湾東部地震に対し、地区内クラ

ブ（クラブ独自で義捐金送金クラブを除く）より総額

4,245,495 円の浄財が集まり、被災地区 3490地区へ 6

月 6日に送金が完了した旨、ガバナー事務所より報告

がありました。（当クラブは 3月 9 日に￥51,005-送金

済）台湾地区の再編があり、先方のガバナー会の体制

が整わず送金が遅れた旨も記載がありました。 

・池田くれはロータリークラブより、スマイルキャンプ

のご案内が届いております。回覧いたしますので、ご

希望の方は事務局までお申し出くださいませ。 

【日 程】2018年 8月 17日（金）～19日（日） 

【場 所】箕面市立青少年教学の森 野外活動センター 

        〒562-0005 箕面市否-257-3 

         電話 072-722-8110 

【参加費】無料 

・高槻東 RCより創立 45周年記念式典お礼状が届いてお

ります。 

 

◎川面会員より 

  「松尾ガバナー補佐を励ます会」について 

 平成 30 年 7 月より当クラブ松尾浩氏が国際ロータリ

ー第2660地区第2組のガバナー補佐として就任され、

15 クラブを指導されることになりました。 

  公私ともにお忙しい中、ガバナー補佐を快諾いただ

いたことに感謝するとともに、当クラブの歴史と伝統

を背負ってご活躍賜りたく、クラブ皆で励ます会を開

催いたします。回覧いたしますので、どうぞご出席く

ださいますようよろしくお願いいたします。 

  【日 時】2018年 7月 4日（水）18：00～ 

  【場 所】山水館 

  【会 費】￥10,000- 

 ※送迎バスの時刻については別途ご連絡いたします。 

 

 

 

◎会長の時間  

来週カナダの国際大会に行って来ます。来週は、私は
お休みしますので、井前さんの会長の時間となります。
よろしくお願いいたします。 
会長の時間は調べてみるとこのような事が記されて

います。 
クラブ会長は各例会で 5分間程度の「会長の時間」を

もち、クラブ活動やロータリー全般に関わる情報を提供
することが推奨されています。 
ロータリー・クラブにおける「会長の時間」は会長に

とっても、また会員にとっても、毎週のクラブ活動の状
況を知るうえで大変貴重な時間です。 
会長はテレビや新聞に出てくる政治や経済問題、或い

は自分の趣味に関する話題は出来るだけ別の機会に話
すようにし、クラブや会員の活動についての話題やロー
タリー情報を中心に行い、会員のクラブ活動への参画意
識と意欲が高まるように努めなければなりません。 
こうして、会長としての特権をフルに生かし、ロータ

リーの理念を員に語りかけることが大切です。 
今回を含め再来週が最後の会長の時間となりますが、

どれだけ皆様にロータリーについての情報を供給でき
たか分かりませんが、私にとっては、大変良い時間を頂
いたと思っています。あと少しこの会長の時間を楽しみ
たいと思います。 
 

◎優良従業員表彰 

株式会社 高 浄         永谷 富代 様 

 

 

  

株式会社 高 浄        中山 美春 様 

 



  

 

 

  

 

 

三井住友信託銀行株式会社 高槻支店 赤松 真梨子様 

 

◎卓話               稲富 博文 

    

安全は人しだい

 

全国死亡事故発生件数 2018年4月

■4月

死者数（人）
前年同月比 全死者数に占める、二輪

増減数（人） 増減率(%) 乗車中死者数構成比

二
輪
車

全 死 者 数 270 26 110.0% 100.0%

自動二輪車 35 ▲7 ▲16.7％ 13.0%

原 付 車 24 9 160.0% 8.9%

死者数合計 59 2 103.5% 21.9%

二輪の死亡事故は4月で270人、対前年＋26人(10.7％)増加。

・自動二輪は35人、対前年▲7人(▲16.7％)減少。

・原付車は24人、対前年＋9人(+60％)増加。

 

全国死亡事故発生件数 2018年1月～4月

死者数（人）
前年同月比 全死者数に占める、二輪

増減数（人） 増減率(%) 乗車中死者数構成比

二
輪
車

全 死 者 数 1,115 ▲2 ▲0.2％ 100%

自動二輪車 35 ▲11 ▲9.6％ 9.3%

原 付 車 24 21 144.7% 6.1%

死者数合計 59 10 106.2% 15.4%

二輪の死亡事故は1～4月計で172人、対前年＋10人(+6.2％)増加。

・自動二輪は104人、対前年▲11人(▲9.6％)減少。

・原付車は68人、対前年＋21人(+44.7％)増加。

(自動二輪、事故の減少は企業の取り組み・車両装備の充実)
トラクションコントロール・ＡＢＳ等の装着車  

 

 

    

 

さらに季節は？

(梅雨、雨が多い季節です)

晴れの日と雨の日、１時間で事故は何件？

4.52件

1.08件

約4倍

雨の日の事故防止として 「出かける前の事前点検)
・タイヤの溝が浅い。またはスリップサイン（タイヤの限界を知らせるサイン）が出ていない。
・タイヤにキズや変形がない。
・ランプ類のレンズ割れや汚れがなく、点灯する。  

事故発生の原因と対策

ケース シチュエーション 原因は？ 未然防止には

ス
リ
ッ
プ
・
転
倒

白線上 ブレーキミス 手前からゆっくりブレーキ

水たまり

スピード超過・判断ミス

自己のスキルアップ

マンホール 適切なスピード走行

橋の継ぎ目 (スピードの減速)

降り始めの路面 早めの道路状況把握と判断

立ちコケ 足元が滑った 視界の確保

(シールド・メンテ)

(

人
・
車
・
モ
ノ)

衝
突

止まりきれない
スピード超過・判断ミス

適切なスピード走行

道路のはみ出し 早めの道路状況把握と判断

カーブを曲がりきれない

発見遅れ 視界不良・スピード超過

操作不良 濡れていて滑った 滑りにくい装備品の装着

相手に気づかれない
相手の視界不良 防衛運転

自車のランプ切れ 日常点検

事故を事前に防ぐ為の対策

自分中心 ＝ 歩行者のとき ・ 運転中 ・ 自転車に乗っているとき

防衛運転

ブレーキ操作ミス

スピード超過・判断ミス

出かける前の事前点検

早めの道路状況把握と判断

自己のスキルアップ

 

我々の取り組み

「ライダー・ドライバー自己スキルアップ」

 

安全運転講習会の紹介

1964年鈴鹿サーキット交通教育
センターの安全講習会から始まる

白バイ全国大会、安全運転大会
(安全に楽しみながら学ぶ)

 



 

 
 

ホンダモーターサイクルスクール (ＨＭＳ)

スポーツライデングスクール(HDTS)

正しい運転姿勢のとり方

1 腰 「こし」
シートに深く座り、腰と背中をシートにぴったりつけ隙間をあけない。

2 足 「あし」
ブレーキペダルを右足でいっぱいに踏み込んだとき、ヒザがのびきらず、少し余裕がある位置に
シートを前後させて合わせる。
フットレスト※がある場合は、左足をフットレストに置き体を安定させる。

※フットレスト：オートマチック車はブレーキペダルの左側、マニュアル車はクラッチペダルの
左側にある足を載せる台

3 背中 「せなか」
背中をシートにつけたまま両手でハンドル上部を握り、ひじに少し余裕ができる角度

4 頭 「あたま」
耳の中心とヘッドレストの中心の高さが合うようにする

 

最後に問題です。

 

ご清聴ありがとうございました。

 

 

◎ニコニコ箱報告 

・誕生記念内祝 長山君（ありがとうございました。） 

・高浄 永谷様、中山様、三井住友信託銀行 赤松様、

本日はお越しいただきありがとうございます。優良従

業員表彰おめでとうございます。これからも健康に留

意して業務に頑張って下さい。       坂野君 

・表彰されました皆様、今後のご健闘をお祈りいたしま

す。                   藤井君 

・優良従業員表彰の３名の方々おめでとうございます。 

                      浜田君 

・本日は優良従業員表彰を頂戴し、誠にありがとうござ

いました。引き続きサギ防衛に注力してまいります。                 

                      飯島君 

・その他                  稲富君 

・大阪府眼科医会ゴルフ大会で奇跡的に優勝しました！ 

                      丸山君 

・永谷さん、中山さん、おめでとうございます。皆様あ

りがとうございます。まだまだ元気で頑張って下さ

い。                   長井君 

・優良従業員表彰の皆様、及び高槻東 RC 猪俣幹事、本

日はお越し頂ありがとうございました。   大木君 

 
         本日の合計  ￥  50,000- 
       7/1 よりの累計  ￥2,390,746- 

  

◎R 財団への寄付 

 生駒 俊雄君 ￥5,000- 丸山 俊郎君 ￥5,000- 

 

         本日の合計  ￥  10,000- 
       7/1 よりの累計  ￥1,055,000- 

           一人当たり平均 ＄188.06 

 

◎ポリオプラスへの寄付 

 藤井 敏雄君 ￥5,000- 入谷 治夫君 ￥10,000- 

篠原 光子君 ￥5,000- 

 

本日の合計  ￥  20,000- 
       7/1 よりの累計  ￥126,000 

           一人当たり平均 ＄22.46- 

 

◎米山奨学会への寄付 

 浜田 厚男君 ￥5,000- 橋本 憲治君 ￥5,000- 

 井前 憲司君 ￥10,000- 生駒 俊雄君 ￥5,000- 

 大木 城司君 ￥5,000- 

 
         本日の合計  ￥ 30,000- 
       7/1 よりの累計  ￥839,500- 
         会員より  ￥572,000- 

ｸﾗﾌﾞより  ￥267,500- 

           一人当たり平均 ￥16,461- 

 

 

 

 

 

 

◎6/13 卓上花 

 

赤バラ･･･愛情 


