
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎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 

◎各委員会委員長抱負、活動計画発表 

◎例会後の行事 

    2017～2018 年度決算理事会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3125 回  本日（7/11）の例会 

 

  ◎ソング････Ｒ-Ｏ-Ｔ-Ａ-Ｒ-Ｙ 
◎6月度皆出席表彰 
◎卓話 地区危機管理委員会 

副委員長 近藤 眞道 様 
     テーマ「        」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3126 回 次週（7/18）の例会 

No.2  2018 年 7 月 11 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 

先週（7/4）の例会から 

◎ゲスト                計 4 名 
高槻東ＲＣ会長  坂井 利孝 様（不動産開発） 
高槻東ＲＣ幹事  小田  直 様（塗装製造・機械製造） 
高槻西ＲＣ会長  高木 哲男 様（経営コンサルタント） 
高槻西ＲＣ幹事  下園 大介 様（紙器製造加工）      

会員数 出席者数 出席率 

51 名 44 名 89.80 ％ 

前々回例会補正後出席率 98.04  ％ 

但し、 Mup 2 名   欠席者 1 名 

出席規定摘用免除有資格者 2 名 

 

 

 

 

 

 

 

WEEKLY BULLETIN 

２０１８～２０１９ 

  

高槻ロータリークラブ 

◎会長・幹事バッジ交換 

 

 

 

 

 

 

◎7/4 卓上花 

 

トルコ ･･･ 希望 

カスミソウ･･･ 親切 

カーネーション･･･ 感謝 

 

◎米山功労者表彰 

  井前 憲司君   第１回米山功労者 

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


 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

◎会長の時間 

会長の時間を務めるにあたり、今年度は皆様と共にロ
ータリーを学びたいと思います。 

ロータリーについて知りたいと思えば、お手元に様々
な資料があります。 

●ロータリー情報マニュアル●手続き要覧●ロータリー
手帳●ロータリーのいろは+等々 今は便利になりまし
て、インターネットで My ROTARY のサイトにアクセス
するとロータリーの情報が簡単に手に入ります。 

今期はロータリアンがロータリーについて知っている
だろうと思われる基礎的な知識の共有を図りたいと思い
ます。ロータリー歴の長い会員様には少々退屈かもしれ
ませんが、どうか高槻ロータリークラブの未来のために
お付き合い下さい。 

まず、「My ROTARY」です。 

高槻ロータリークラブの週報は、以前は紙にプリントさ
れたものが配布されましたが、今はほとんどの方がメー
ルで受け取っておられると思います。昨今では、何でも
電子化に向かっております。我々会員も My ROTARY に
登録することになっております。My ROTARY にログイ
ンすると、ロータリーセントラルにアクセスでき、ロー
タリーに関する様々な資料を取得できます。そして、会
員専用のコンテンツやクラブのプロフィールがご覧いた
だけます。 

長山さんが頑張って下さっていた頃は、高槻ロータリ
ークラブの My ROTARY 登録率が 70％を超え 2660 地
区トップクラスでしたが、最近はどうなっているのでし
ょうか？参考図書やロゴマーク、国際ロータリーからの
お知らせ等、最新情報を見ることが出来ますので、まだ
登録されていない方は早速 My ROTARY への登録をお
願いします。クラブ運営委員会がサポートしてくれます。
すでに My ROTARY への登録をして頂いている方、プロ
フィール・生年月日の登録を奨励されておりますので、
是非ご登録をお願いします。 

なんでもかんでもインターネット、ペーパーレスとい
うのは危うい気もしますが、スイッチ一つで明るくなる
方が良いですし、蛇口から水が出る方が便利です。 

電子メールもインターネットもカード決済も、洗濯機が
洗濯をしてくれるのと同じ程度に便利になったものだと
気楽に親しんで頂けるのが良いと思います。 

ちなみに日本も 7 年後をめどにキャッシュレス社会を目
指しているそうです。 

 

◎幹事報告 

・例年初回例会ではお酒をお出ししておりましたが、 

 6 月 18 日に発生いたしました大阪北部地震の影響を
鑑みて本日は自粛しております。ご了承くださいませ。 

・高槻西 RC、茨木 RC、茨木東 RC、吹田 RC、摂津 RC、
箕面 RC より例会休会変更の連絡が届いております。
メーキャップの際には事務局へご確認ください。 

・関西大学医工薬連科科学教育研究機構 自由研究コン
テストの案内をお席に配布しております。 

・2017-2018 年度 片山ガバナーより IM 第３組四条畷
RC が、2018 年 6 月 30 日付けで国際ロータリーを脱
会し、クラブを解散された旨の報告文書が届いており
ます。 

・「月刊神戸っ子」2018 年 6 月号に片山ガバナーと国際
ロータリー第 2680 地区の瀧川ガバナーとの対談が掲
載されております。片山ガバナーのご了承のもと第
2660 地区の会員全員へ配布することになりましたの
で、お席にお配りしております。 

・生駒会員より健康面を理由に退会届が提出されました。
大変残念ですが、6 月 30 日をもって受理することにな
りましたことご報告いたします。 

・6 月 30 日をもって事務局 森重様が退職されました。 

 

 

 

◎会長就任挨拶              伊藤 智秋 

高槻ロータリークラブ第 65 代会長を拝命いたしました
伊藤でございます。 

歴代会長の血と汗を礎として、ここに立つことは背筋の
伸びる思いでございます。歴史と伝統を紡ぐ１本のたて糸
の責務を果たすべく精進致す所存でございますので、よろ
しくお願い申し上げます。 

 

本年度、バリー・ラシンＲＩ会長のテーマは 

「ＢＥ ＴＨＥ ＩＮＳＰＩＲＡＴＩＯＮ」－インスピレ
ーションになろう－   で、ございます。 

バリー・ラシンＲＩ会長はバハマ人です。今年度のテーマ・
マークは海のモチーフです。バハマはカリブ海に浮かぶ西
インド諸島の小さな島国です。海は「隔たり」であり、「繋
がり」である。この海の向こうに立つ、国や言葉の違う誰
かと同じ海を共有している。この繋がり感がインスピレー
ションだ と表現されております。 

同じ島国に生きる私達はつい、目先の仕事に着手しがち
ですが、大空から見渡すような視線を持つことの重要性に
改めて気づかされるような壮大なテーマだと思います。 

「気運が高まる」という言葉があります。 

なんとなく誰かが、仲間が、世間が、世界が一斉に同じ方
向を向く時、大きな変化が起きることがあります。その気
運を呼び起こすきっかけになるモノがインスピレーション
ではないでしょうか。 

インスピレーションになるということは、発信者になる、
きっかけになる、などと言う意味を持っております。 

その発信がクラブ内の他の仲間の心にも浮かんでいること
であるのならば、きっと連鎖を生みます。初めは小さな波
の連鎖が次第に大きな波になるはずです。 

 

浜田直前会長はロータリー楽しむということで「楽輪」
をスローガンにされておられました。これを踏襲し「授輪」
という言葉を今年度のスローガンにしたいと考えておりま
す。 

「授輪」の「じゅ」は授けるという字で、「りん」はロータ
リーを表す輪の字です。 

「歴史と伝統の高槻ロータリークラブ」の歴史は 65 周年を
迎えますし、伝統の継承も考えたいと思います。ロータリ
ー歴の長い会員の方々から、伝統を伝授して頂き、ご自分
が習得されたものを伝授する。「教えて頂く」「施して頂く」
のではなく、「伝授」して頂き、伝授する。ここでも「伝授
の波」が起こります。 

 

良い波及効果をもたらす発信者となり、インスピレーショ
ンになりましょう。 

 

今期の活動について 

・「創立 65 周年」の事業、行事、式典 

・インターアクトの海外研修 

・松尾ガバナー補佐を盛り立てる 

この３点を重点にしたいと考えます。 

 

「インターアクトの海外研修」は、今期中に高校生徒スタ
ッフ総勢 100 名程の海外研修派遣の担当に当たっておりま
す。高槻ロータリークラブが主導し、この事業を成功に導
きます。私達はお客様ではございません。 

 

創立 65 周年のお祝いの年となります。 

60 周年の事業が終了し、次の 70 周年に向かう礎石を作る
重要なポイントです。65 周年実行委員会川面委員長の呼び
かけに全会一致で 65 周年の事業、行事、式典を決行する事
と決まっておりますので周年に向かってご協力をお願い致
します。 

 
 



 

 

  

具体的には 60 周年の最後の事業が 2月 3日現代劇場で
行われます。 

65 周年の記念式典は 6 月 12 日（水）グランヴィアホ
テル大阪です。 

65 周年記念行事が 6 月 15 日（土）現代劇場で行われ
ることとなりました。 

内容はこれからどんどんと詰めて参りますのでご理
解、ご協力をよろしくお願いします。 

今期よりＩＭ2 組は 15 クラブとなりました。 

松尾ガバナー補佐は高槻ロ－タリークラブ出身でござ
います。ガバナー補佐はガバナーの補佐であると同時に
ＩＭ２組のリーダーです。歴史と伝統と実力で「ＩＭ2

組の雄」として恥じない、立派な 65 周年にしなければ
なりません。 

松尾ガバナー補佐を盛り立てることは「インターアク
トの海外研修」「創立 65 周年」この２点が成功を収める
ことなしには成し得ません。 

そして、様々な事業や行事をこなすには人手も資金も
必要です。ニコニコ箱のご協力もお願いしなければなり
ませんが、私達の仲間となる方を是非ご紹介して頂きた
いと思います。 

今期１年、清水副会長・石田幹事・山室ＳＡＡ始め、
理事・役員の方々を盛り立てて頂きますよう、よろしく
お願い申し上げます。 

 
◎幹事就任挨拶            石田 佳弘 

この度 2018-2019年度、幹事を拝命致しました石田です。 
幹事とは会長の縁の下の力持ち的な存在です。 
4 つのテストを忠実に主柱として判断し、その脇道にそ

れることなく実行することが幹事としての務めと考え
ております。 

1 真実かどうか？ 
2 みんなに公平か 
3 好意と友情を深めるか？ 
4 みんなの為になるかどうか 

このことを考え、行動していきたいと思っております。 
また運営はシンプルにし簡素化を図るように努めま

す。 
簡素化を図るということは、「手を抜くこと」では無く

て「合理的運営を図る」と言うことで高槻ロータリーク
ラブの運営をしていきたと思います。 

それと 65周年という節目の年です。 
高槻 RCここにありをアピールし、「さすが高槻 RCや」

と言われるように伝統を崩さず運営をしていく所存で
す。 
この一年間、皆様のロータリー活動が充実し、楽しく

過ごしていただけるよう少しでもお手伝い出来ればと
思っています。 
伊藤会長共々2018－2019 年度しっかりと運営していき

たと思いますので、皆様の益々のご協力を頂きまして、
又高槻東 RC の皆さま、高槻西 RCの皆様のご支援を頂き
まして幹事就任の挨拶とさせて頂きます。 
有難うございました。 

 

 

◎委員会報告 

〇65 周年記念事業実行委員会      川面 智義 

 資料を配布の上、川面委員長より創立 65 周年記念事
業実行委員会について中間報告がありました。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

◎例会後の行事 
〇7 月度定例理事会 
 
日   時 ：2018年 7月 4 日（水）13：40～14：30 
場   所 ：例会場  
出 席 者： 伊藤、石田、清水、稲富、入谷、片山、 

河合、川面、小阪、白石、藤松、長山、 
西本、浜田、藤井、山室 

                           
議題 1 7月、8 月、9 月スケジュールの確認の件 

基本的には誕生月にする。 
7/18地区の危機管理の卓話 
7/25塚本会員と浜田会員 
8/ 1 松尾ガバナー補佐 
8/22白石会員と川畑会員  で承認 

議題 2 ガバナー事務所：大阪北部地震の件 
義援金は受ける 大阪北部地震 
  トゥンバ東 RC    

受皿の口座開設  
国際奉仕委員会が担当する。で承認 

ロータリー文庫より掲載許可依頼の件 
30 周年記念式典の様子を掲載を許可 で承認 

2018-2019地区資金前期分納入の件 
13,500×51名＝688,500円の支払い を承認 

関西大学医工薬連環科学教育研究機構 
自由研究コンテストの件 50,000円協賛で承認 

議題 3 2018市民の健康・食育フェア事業の協賛依頼に 
ついて 協賛金 10,000円  で承認 

議題４ その他 
 ・65周年等→事業としての基金の設立 を承認 

・明氏 お中元 5,000円（例年通り） で承認 
・8/19（日）山水館でバーベキューを開催 

16～20時の予定ですが 
開催時間の検討の余地あり。 

・2/3（日）60周年記念事業「高槻未来塾」吹奏楽
公演の地区補助金の受皿用の口座を開設する 

・クラブ戦略計画委員会に川畑孝彦氏を入れること  
で承認 

・社会奉仕委員会  高槻美術展の図書カード
（5,000円分）で承認 

・事務局員さんの募集の件を早急にお願いしたい 
以

以 上 
 

 

〇松尾ガバナー補佐を励ます会が開催されました。 

               18：00～ 於：山水館 

 

 

 



 
◎ニコニコ箱報告 
・誕生記念内祝 古川君 

（昨日、地震保険の査定が来ました。皆さん世の 

中そんなに甘くないですね）、入谷君、 
長山君（ありがとうございます）、上村君 

・結婚記念内祝 稲富君、 
・入会記念内祝 藤田君、（今後ともどうぞよろしくお願いしま

す）、松下君（早いもので入会して 1年になり

ました。今後とも宜しくお願い致します）、 
川脇君、長山君（ありがとうございます）、
大木君、白石君（早いもので 2年経過しま

した。これからもよろしくお願いします）、 
藤松君、内本君（これからもどうぞよろし

くお願いいたします）、上村君 
・創業記念内祝 稲富君、西本君（創業記念のお祝ありがとう

ございます）、大木君、内本君（創業記念を

いただいて。伊藤会長、石田幹事はじめ役員の

皆様、1年間よろしくお願いいたします） 
・伊藤年度のスタートを祝して。       藤井君 
・前年度 浜田橋本ダブルＨコンビでお世話になりまし 

た。今年度 伊藤石田 イイコンビで頑張って下さい。
浜田君 

・伊藤会長、石田幹事 1年間宜しくお願いします。昨年 
1 年は本当にお世話になりました。     橋本君 

・新旧役員の皆様に感謝。          本多君 
・創立 65周年と初の伊藤女性会長就任を祝して！ 
                      片山君 
・2018～19 新役員の皆様、よろしくお願い致します。  
                      川面君 
・伊藤さん、石田さん、1年間よろしくお願いします！！ 
                      河合君 
・伊藤会長、石田幹事 御就任おめでとうございます。 
                      香西君 
・伊藤会長、石田幹事、山室 SAA、1年間高槻 RC の舵取 

りをよろしく。              倉本君 
・頑張って会長をサポートしていきます。宜しくお願い
致します。                石田君 

・本年度 1年間よろしくお願い申し上げます。 伊藤君 
・伊藤会長、石田幹事はじめ役員の皆様。201819 年度 

1 年間頑張って下さい。創立 65 周年の歴史ある高槻ロ
ータリーに新たな足跡を残していただくように応援さ
せていただきます。            松尾君 

・新しい 1年始まります。よろしくお願い致します。 
                      長山君 
・伊藤会長始め役員の皆様 1 年間ご苦労様です。健康に 
気を付けてがんばって下さい。       西田君 

・旧役員の皆様、お疲れ様でした。新役員の皆様、1年 
間宜しく御願い致します。         篠原君 

・新年度の会長幹事、並びに理事役員の皆様方よろしく 
お願い申し上げます。           清水君 

・初代の女性会長としての伊藤会長の手腕に期待してい 
ます。                  山口君 

・大役を仰せつかり光栄に存じます。1 年間宜しくお願 
いいたします。              山室君 

 
        本日の合計  ￥ 188,000- 
       

 

 

 

 

 

 

◎R 財団への寄付 

藤田 貴子君 ￥5,000- 入谷 治夫君 ￥5,000- 

石田 佳弘君 ￥5,000- 河合 一人君 ￥5,000- 

川畑 孝彦君 ￥10,000- 

（浜田前会長始め役員の皆様お世話になりました。又、伊藤会長役

員お皆様お世話になります）、香西 徳治君 ￥5,000- 

西田 直弘君 ￥5,000- 西本恵美子君 ￥5,000- 

清水 利男君 ￥5,000- 篠原 光子君 ￥5,000- 

内本 繁 君 ￥5,000- 山口 誠 君 ￥5,000- 

 

        本日の合計  ￥  65,000- 

            一人当たり平均 ＄11.59 

 

◎米山奨学会への寄付 

 藤田 貴子君 ￥5,000- 松尾 浩 君 ￥5,000- 

 西田 直弘君 ￥5,000- 白石 純一君 ￥5,000- 

 内本 繁 君 ￥5,000- 

 

本日の合計  ￥  25,000- 

      

 

 

 

◎会員の動き 

生駒 俊雄 会員 

1976 年 5 月 12 日～42 年 1 ヶ月のご在籍でしたが、 

体調面を考慮し、6 月 30 日をもってご退会されました。 

今後のご健勝を心よりご祈念申し上げます。 

 

 


