
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎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 

 
 

    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 

  《松尾浩ガバナー補佐を励ます会》 

           18:00～ 於：山水館 

     送迎バス 17：30 西武前より出発 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3124 回 本日（7/4）の例会 

 

  ◎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 

    決算理事会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3125 回 次週（7/11）の例会

第 3014 回次週（1/27）の例会 

No.1  2018 年 7 月 4 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（6/27）の例会から 

7 月度 記念月御祝 

◎誕生記念 

   入谷 治夫君   長山 正剛君         

  古川 大介君   上村富美男君         

 

◎結婚記念 

   稲富博文・美枝ご夫妻    40 周年 

 

◎入会記念 

   長山 正剛 君       8 周年 

   内本  繁 君       6 周年 

   藤田 貴子 君       6 周年 

   藤松 功治 君       4 周年 

   川脇  健 君       4 周年 

   大木 城司 君       3 周年 

   稲富 博文 君       3 周年 

   上村 富美男君       2 周年 

   白石 純一 君       2 周年 

   飯田 哲久 君       1 周年 

松下 浩章 君       1 周年 

    

7 月度 創業記念月御祝 

 

 内本 繁 君  Ｓ22.7.25   

         高槻商工会議所    71 周年 

 西本恵美子君  Ｓ23.7.1 

         学校法人西本学園   70 周年 

 大木 城司君  Ｈ19.7.28 

         大木歯科医院      11 周年 

       

◎ビジター・ゲスト          計 0 名 

 

会員数 出席者数 出席率 

  53 名   37 名   78.72 ％ 

前々回例会補正後出席率 96.15 ％ 

但し、 Mup 2 名   欠席者 2 名 

出席規定摘用免除有資格者  1  名 
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高槻ロータリークラブ 
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◎会長の時間 

みなさんこんばんは、いよいよ最後の会長に時間と
なりました。 
先日６／18の大阪北部地震で、例会場や事務局が使

えなくなり先週の例会が幻の例会となり、井前さんの
会長の時間も、幻となり残念でした。ぜひとも又例会
で、お聞かせください。 
昨日カナダから帰国致しました。また詳細はご報告

いたします。 
本日は後程会長の最終例会のあいさつがございます

ので、これで会長の時間おわります。ありがとうござ
いました。 
 

◎幹事報告 

・7 月のロータリーレートは、１＄＝110 円です。 

・2018-2019 年度上期会費請求書をお席にお配りして
おりますので、よろしくお願いいたします。 

・片山ガバナーより、6 月 18 日の地震災害に対してお
見舞いの文書が届いております。 

・大阪なにわ RC、大阪堂島 RC より、次年度の例会変
更のお知らせが届いております。メーキャップの際
は、事務局へご確認下さい。 

 

 

◎委員会報告 

〇社会奉仕委員会           稲富 博文 

高槻市保育幼稚園総務課より、いのちキラキラ夏野菜
の収穫見学会について、下記日程にて案内が届いてお
りますので、ご連絡申し上げます。 
  
【日 時】 平成 30年 7月 6日（金） 

午前 9時 10 分～午前 9時 40 分 
【場 所】 高槻市立芥川幼稚園 園庭 
  
◎雨天の場合は、7月 10日（火）に延期になります。 
◎幼稚園には駐車場がございません。 
保育中、授業中のため、車でのご参加はご遠慮くだ

さいませ。 
 
回覧をいたしますので、ご出欠のご連絡をお願い致し
ます。 

 

◎朝倉通憲会員より退会のご挨拶 

最終例会の忙しいときにお時間をいただきありがと 
うございます。この度今年度末日をもって高槻ＲＣを
退会させていただくことになりました。 

私は、鳥取で公証人をしていた時に鳥取北ＲＣで 7 
年程お世話になり、70 歳で仕事をやめて高槻に帰って
きてから、高槻ＲＣに元公証人として入会させていた
だき 7年余りお世話になりました。 

15 年程の間に、二つのロータリークラブを経験でき 
たことは大変幸運で良かったと思っており、人生の宝
を得たと思っています。 

鳥取北ＲＣの何人かとは今でも交流があり先日も早 
速の地震見舞いをいただきましたし、また高槻ＲＣの
皆さんにも御厚誼いただき、大変ありがたく感謝して
います。 

15年程のロータリー生活でロータリーを十分楽しま 
せていただきましたが、最近ではロータリーの熱意も
だんだん薄れてきたことや、職業奉仕にもなかなか実
感がわきませんし、今年度の役割が終わったところで、
まだ健康に余力があるうちにと思って退会を決意した
次第です。 

みなさんには大変お世話になり感謝しております。 
 

 

 

 

とりわけ入会推薦人でもある清水さんにはお世話にな 
りました。次年度の副会長として、会長をよく補佐すると
いう役割を果たされて、高槻ＲＣが戦略計画にあるよう
に、品格ある活気溢れる楽しいクラブ創りを心からお祈り
します。 

男の引き際の美学ではありませんが、皆さんにお礼の挨 
拶ができて大変うれしく思っています。クラブ運営委員
会、ＳＡＡには感謝しております。と同時に重ねて皆さん
にお礼申し上げます。本当にありがとうございました。 
 

◎会長退任挨拶             浜田 厚男 

 

昨年の 7 月からはじまりました、2017−2018 年度の高槻
ロータリークラブの会長を退任するに当たり一言ご挨拶
させて頂きます。 
 橋本幹事をはじめ役員の方々それと会員の皆さま大変
お世話になりました。改めて御礼を申し上げます。私の方
針である「楽輪」は言葉では簡単ですが、なかなか楽しん
でロータリー活動をするというのは、難しいと思います。
しかしながらみなさんとやってきました。この 1 年間は
色々とありましたが、なんといっても達成感があったと私
は思っています。 
 一番大きなイベントである IM ロータリーデーも委員長
はじめ実行委員の方々、会員のご協力を持って無事終わり
ました。今回テーマを決め、講演会、並びにテーマの発表
も、素晴らしい IM となり、ガバナーをはじめ各所の評価
も高かったので、誇らしく思いました。 
 数々の活動を 1年間やって来ました。従来からやってい
たインターアクトの更なる活動、未来塾、いのちキラキラ
食裁活動、海外との交流等々しっかりと継承し、また新し
い活動としては、オレンジゴスペルや、新しい国際友好や
今後につながる活動等々もしてきたと思っています。 
 最後に会員の皆さまにご協力感謝いたしまして、伊藤年
度に引き継がせていただきます。有難うございました。 
 
  
◎幹事退任挨拶             橋本 憲治 
 
本日をもちまして、幹事の大役を退任させていただくこ

ととなり、ほっと胸をなで下ろしております。 
 1 年前の就任の挨拶では、浜田会長の本年度スローガン
である「楽輪」を具現化するのが幹事の役割であると話し
ました。あっという間に 1年たちましたが、会員の皆様に
ロータリー活動を心底楽しんでいただけたかどうかは
少々不安を感じている次第です。 
 また本年度は私事ですが、2月の IM本番直前に父が亡く
なり、会長、理事、事務局並びに特に大木 SAAには本当に
多大なお世話をおかけしました。この場をお借りしまして
厚く御礼申し上げます。本当にお助けいただき誠に有難う
ございました。 
 本年度の最後になり、本地区が震源の大地震が起こり、
例会変更等でかなりバタバタしましたが、今となりまして
は最後になって本当の意味での幹事の役割をさせてもら
ったのだと感謝申し上げる次第です。 
 被災されました方は、片付けや修繕等お忙しい日々をお
過ごしの方もいらっしゃるとは思いますが、余震等に十分
お気をつけの上、お体をご自愛くださいますよう、お願い
申し上げます。 
 最後になりますがこの 1年、皆様方から賜りましたご協
力とご支援に感謝を申し上げ、幹事退任の挨拶とさせてい
ただきます。有難うございました。 



 

 

◎例会前の行事 
〇現クラブアッセンブリー  16：00～ 於:山水館 
 
〇新旧クラブアッセンブリー  

現クラブアッセンブリー終了後  於:山水館 
 
 
 
◎ニコニコ箱報告 
・皆出席内祝 伊藤君（皆出席ありがとうございました。浜田会 

長はじめ今年度理事役員の皆様お疲れ様 

でした）、 
松下君（優秀出席者表彰頂き有難う御座いました）、 

西本君（皆出席ありがとうございます） 
・退会させて頂くことになりました。大変お世話になり 

ました。この度の地震お見舞いとして。   朝倉君 
・浜田年度の終了を慰労して。ご苦労さんでした。 

藤井君 
・役員並びに会員のみな様、１年間ありがとうございまし

た。皆出席ありがとうございました。   浜田君 
・１年間、本当にお世話になりました。有難うございまし

た。                  橋本君 
・浜田会長、橋本幹事他 理事の皆様お世話になりました。

新役員の皆様お世話になります。   羽根田君 
・この１年楽しいクラブ生活を送らせていただきました。
ありがとうございました。         井前君 

・会長、副会長、幹事、SAA、１年間お疲れ様です。次年
度も引き続きよろしくお願いいたします。  石田君 

・浜田会長、橋本幹事はじめ理事役員の皆様、大変お疲れ
様でした。               片山君 

・浜田会長はじめ幹事の橋本さん、理事・役員の皆さん、
１年間お世話になりありがとうございました。河合君 

・１年間お疲れ様でした。          長山君 
・ありがとうございました。         大木君 
・会長、幹事および役員の皆様ご苦労様でした。清水君 
・浜田会長、橋本幹事はじめ役員の皆様方、１年間お世話

になり、ありがとうございました。    内本君 
・浜田会長をはじめ執行部の皆様方、１年間お世話になり

まして有難うございました。       山口君 
 

        本日の合計  ￥  100,000- 
      7/1よりの累計  ￥2,490,746- 

 

 

 

 

 

 

◎R 財団への寄付 

浜田 厚男君 ￥5,000- 橋本 憲治君 ￥5,000- 

石田 佳弘君 ￥5,000- 伊藤 智秋君 ￥5,000- 

片山美智子君 ￥5,000- 川畑 孝彦君 ￥5,000- 

河合 一人君 ￥5,000- 西本恵美子君 ￥5,000- 

清水 利男君 ￥5,000- 内本 繁 君 ￥5,000- 

 

        本日の合計  ￥  50,000- 

      7/1よりの累計  ￥1,105,000- 

           一人当たり平均 ＄196.97- 

 

◎ポリオプラスへの寄付 

 川畑 孝彦君 ￥5,000-  

 

本日の合計  ￥  5,000- 
       7/1 よりの累計  ￥131,000 

           一人当たり平均 ＄23.35- 

 

◎米山奨学会への寄付 

 羽根田茂子君 ￥5,000- 松下 浩章君 ￥5,000- 

 

本日の合計 ￥ 10,000-  

      7/1よりの累計 ￥849,500-       

          会員より ￥582,000- 

           ｸﾗﾌﾞより ￥267,500- 

                       一人当たり平均 ￥16,657- 

 

 

 

2018 - 2019 年 度 例 会 プ ロ グ ラ ム  

月 日 内  容 例会後の行事 備  考 

７

月 

4 記念月御祝/会長・幹事就任挨拶 定例理事会・65 周年実行委員会   

11 各委員長活動計画発表 決算理事会 
 

18 卓話（地区・危機管理）     

25 卓話    ＊クラブ研修委員会 

８

月 

1 
記念月御祝/                                         

ガバナー補佐訪問（卓話） 
定例理事会・65 周年実行委員会 会員増強・新クラブ結成推進月間 

8 委員会例会     

15 定款による休会     

22 卓話  夏の親睦会 
インターアクト海外研修                     
（8月 2日～5日） 

29 卓話 （IAC海外研修他）   ＊クラブ組織委員会 

 

◎会員の動き 

〇朝倉 通憲会員 

 

 2011 年 9 月 7 日から 

7 年 10 か月ご在籍でしたが、 

ご都合により 6 月末をもって、 

退会となりました。 

今後のご健勝をご祈念申し上げ
ます。 

 
 


