
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎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････日も風も星も 
◎卓話 塚本 正勝君 

「私の履歴書」 
浜田 厚男君 

     「トロント大会 ご報告」 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3127 回 本日（7/25）の例会 

 

第１回ガバナー補佐訪問 

◎ 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  

松尾 浩 ガバナー補佐 
◎ 例会後の行事  

   8 月度定例理事会 65 周年実行委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3128 回 次週（8/1）の例会 

No.4  2018 年 7 月 25 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（7/18）の例会から 

◎ゲスト                  計 1 名 

地区危機管理委員会 副委員長 近藤眞道様（高槻西 RC） 

会員数 出席者数 出席率 

  51 名   37 名  77.08  ％ 

前々回例会補正後出席率 97.96  ％ 

但し、 Mup 4 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 

◎会長の時間 
 

前年度のガバナー補佐・高槻西ロータリークラブの近藤様
にお越し頂いております。近藤様、ようこそお越し下さいま
した。本日は危機管理についての卓話をして頂けることにな
っております。 

以前、内本会員の卓話で「青少年奉仕と危機管理」を取り
上げて頂いておりますが、何度も申し上げますが、来年度
早々高槻ロータリークラブはインターアクトの海外研修で
生徒、スタッフ合計 100 名をタイにお連れします。そのた
めに今年度中にすべての準備を終えなければなりません。 

青少年プログラムのための危機管理は大変重要な差し迫っ
た事項となります。心して拝聴して頂きたいと思います。 

 危機管理といえば、先月の今日 6 月 18 日 7 時 58 分大阪
北部地震が発生しました。高槻ロータリークラブでも、例会
場が使えないのではないか？事務所が使えなくなるのでは
ないか？年度替わりの時期に大変慌てふためいたものでご
ざいます。全く危機管理が出来ておりませんでした。 

地震直後に藤井会員が事務局を訪れた際マイ・ヘルメット 

を持参されたと伺い、その周到さに恐れ入りました。阪神大
震災の時にはちょっと海外旅行中でして、未曽有の震災を 

経験せず、帰国したら家が難民キャンプ状態で、、親戚が 10 

名ほど泊りに来ておりました。それにもかかわらず、高槻は 

 

 

 

 

 

 

 

※8/15（水）定款による休会 

◎Ｒ財団表彰 

 河合 一人君 

第 3 回 マルチプル・ポール・ハリス・フェロー 

 川畑 孝彦君 

  第 2 回 マルチプル・ポール・ハリス・フェロー 

 石田 佳弘君 

  第 1 回 マルチプル・ポール・ハリス・フェロー 

 井前 憲司君 

  ポール・ハリス・フェロー 

 

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


 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

大きな台風も直撃しないし地震など発生するわけもな
いと信じて疑っておりませんでした。 

私だけではございません。 

物流が止まったわけでもないのにコンビニやスーパ
ーマーケットの棚が空になりました。断水した地域での
水・すぐに食べられる食品買うのは当然ですが、お米や
トイレットペーパーが無くなっておりました。皆様慌て
て１週間程度の食品等の備蓄に目覚めたご様子でした。 

防災には日ごろの気配りやメンテナンスが大切です。組
織の危機管理は先々を想定し備えることは必須でござ
いますが細々としたルールを沢山盛り込めばよいわけ
でもなく、良識なども当てにしたいと思いますし、なか
なか難しい問題です。 

こちらもやはり日頃の心配りや自分自身の心や体調
のメンテナンスが欠かせないと痛感しております。 地
震の後の大水害、そして激しい猛暑。この猛暑はまだま
だ続くそうです。男性の方々も日傘を利用されることを
お勧めします。 

様々な場面で危機管理の重要性を思い知る今日この
頃でございます。 

 

◎幹事報告 

・先日ご協力いただきました高槻まつり協賛金ですが、
￥52,000-集まり、7 月 11 日にお振込いたしましたこ
とご報告いたします。ご協力ありがとうございまし
た。 

・三大学医工薬連環科学教育研究機構「自由研究コンテ
スト」への協賛金￥50,000-をお振込いたしまして、
寄付に対するお礼状と領収書が届いておりますので、
ご報告いたします。 

・新大阪 RC、東淀ちゃやまち RC、豊中南 RC より例
会休会変更のお知らせが届いておりますので、メーキ
ャップの際には事務局へご確認くださいませ。 

 

◎委員会報告 

〇前年度 浜田会長より 

先週例会後に決算理事会を開催し、承認をいただきま
したので、本日の週報に掲載しております。ご不明な
点がございましたら、お申し出ください。よろしくお
願いいたします 

 

〇クラブ運営委員会          大木 城司 

 夏の親睦会 サマーナイト BBQ を開催いたします。
回覧を回しますので、ご参加いただきますようよろし
くお願いいたします 

 

 【日時】2018 年 8 月 19 日（日）16：00～19：00 

 【場所】山水館５階 多目的ホール（テラス付） 

 【会費】会員会 費   ￥8,000- 

     ご家族（大 人）￥8,000- 

     ご家族（小学生以下）￥2,000- 

     ご家族（3 歳以下）￥無料 

 

〇新事務局員 挨拶 

  三浦 千寿（みうら ちず）さん 

 

 

 

 

◎卓話 

 第 2660 地区 危機管理委員会 

 副委員長   近藤 眞道 様 

    「我が子と思え、我が家族と思え」 
 
「ロータリーのメンバーの中に、現在、児童虐待と刑期を
務めている人もいます。地区ガバナーも一人含まれていま
す。さらに私が調査した結果、児童虐待、性的虐待、小児
性愛者はロータリーのメンバーの中にもおります｡」 
 これは、2004年、大阪で開催された国際ロータリー世界
大会の青少年役員プレコンヴェンションでの英国スコッ
トランドヤードのグルド警視の基調講演の冒頭部分です。 
 これが契機となって、RI理事会は下記の理事会決定をし
ます。 
ＣＯＰ2.300 
「ロータリアン、その配偶者、その他のボランティアは、
接する児童および青少年の安全を考え肉体的、性的、ある
いは精神的な虐待から彼らの身の安全を守るため、最善を
尽くす義務がある。 
 ロータリー関係の青少年プログラムに関与し、青少年保
護に関する法律に違反した会員に対して（中略）（当該）
クラブが対処しなかったという情報を（RI）が得た場合、
理事会は、RI 細則 3.030.5に従ってこのクラブの加盟を停
止または終結させることができる｡」 
 と決定しました。 
 
これらの決定に従いそれを遵守すべく必要なルールを

RI は確立｡そのルールは全日本 34 地区に適応されていま
す。 さらに、被害者側からロータリーとしての管理責任
倍賞訴訟を起こされることを想定し（すでに日本でも、訴
訟一歩手前までの事案はでてきている）青少年奉仕部門青
少年交換プログラムの法人化がなされ責任賠償保険に加
入しています。 
 2004年当時、性的虐待、セクハラは日本社会では社会問
題になってはいませんでした。 
しかし、昨今、この種の問題が日本社会で大きくクローズ
アップされて来ています。 
 
 先に述べた通り、性的虐待､セクハラからロータリー活 
動における青少年を保護し､且つ、ロータリークラブ・ロ 
ータリーを護る方策はすでに私共にはできています。 た 
だ、次に問題となるのは、我々自身、ロータリアン個人個 
人が性的虐待・セクハラなどを自ら行はないこと、それが 
今重要になってきています。 性的虐待とは何か、特にセ 
クハラとは何か、をロータリアン自身が自分の問題として 
よく自己検証してみる必要性が出てきました。 

すでに国際ロータリーでは「青少年保護の手引き」を作 
成、具体的に性的虐待・セクハラとはどのような行為が該
当するか、がそこには書かれています。これらを理解し、
それらの行為を自ら行わないこと。 すなわちロータリア
ンとして高い倫理観を持ち、他人に愛と慈悲の心で接する
こと、それがセクハラ・性的虐待を自らをして自らを護る
根本になると考えます。 それがロータリアンとしての高
いプライド、誇りにもなるのでしょう。 
 
そうです、私たちが関係する、ご縁を持つ全ての人々に

対して 
  
「我が子と思え、我が家族と思え」 
 

その思いで接すること、これがセクハラを防ぐ第一歩に
なるのかもしれません。 
 

 

◎7/18 卓上花 

ひまわり 
   あこがれ 
スターチェリー 

   愛を信じる 



 ◎ニコニコ箱報告 
・卓話を聞いていただいて。      近藤 眞道様 
・「5人目の孫（女の子）が生まれました」   入谷君 
・近藤眞道様 危機管理 卓話ありがとうございました。

石田君 
・夏の親睦 BBQ 多数のご参加をお待ちしております。 
                      河合君 
・近藤様 貴重なお話ありがとうございました。山室君 

 
        本日の合計  ￥ 25,000 
      7/1よりの累計  ￥243,000- 

 

◎R 財団への寄付 

伊藤 智秋君 ￥5,000-（危機管理委員会 近藤副委員長、 

卓話をありがとうございました。） 

河合 一人君 ￥5,000- 

 

        本日の合計  ￥ 10,000 - 

      7/1よりの累計   ￥ 85,000- 

           一人当たり平均 ＄15.15 

 

◎米山奨学会への寄付 

 入谷 治夫君 ￥5,000- 石田 佳弘君 ￥5,000- 

 伊藤 智秋君 ￥5,000- 

 

本日の合計  ￥  15,000- 

       7/1よりの累計  ￥ 167,500- 
            会員より ￥40,000- 

           ｸﾗﾌﾞより ￥127,500- 

                       一人当たり平均 ￥3,284- 

 

◎青少年育成基金 

河合 一人君 ￥10,000- 川面 智義君 ￥50,000- 
 

本日の合計   ￥  60,000- 

   7/1よりの累計  ￥120,000- 

 

 

 

 

 

 

 

 


