
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※8/15（水）定款による休会 

◎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 

 

 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  

国際ロータリー第 2660地区 
IM第 2組 ガバナー補佐  松尾 浩様 

◎ 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 本日（8/1）の例会 

 

◎ ソング・・・四つのテスト 
◎ 委員会例会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3129 回 次週（8/8）の例会 

No.5  2018 年 8 月 1 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 

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  91.84 ％ 

但し、 Mup 7 名   欠席者  4 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 

8月は会員増強・新クラブ結成推進月間 

先週（7/25）の例会から 

◎ビジター               計 1 名 

 樋口 健一郎様  高槻東 RC  不動産管理業 

８月度 記念月御祝 

◎誕生記念 

   本多  了君   丸山 俊郎君 

   山口  誠君   川畑 孝彦君 

   松尾  浩君   白石 純一君 

   塚本 正勝君 
 

◎結婚記念 

    該当者なし 
 

◎入会記念 

   岩井 祐造君         29 周年 

   橋本 憲治君         12 周年 

   小阪 大輔君         12 周年 

   長井 正樹君         12 周年 

   羽根田茂子君         11 周年 

   井前 憲司君          8 周年 

8 月度 創業記念月御祝 

  

 河合 一人君  

  太陽エンジニヤ㈱ Ｓ.47.8       46 周年 

 入谷 治夫君 

  (有)フクエイ    Ｓ.49.8.28  44 周年 

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


 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

◎会長の時間 
ロータリークラブと国際ロータリー 

 

初回“会長の時間”で申しました通り、今期はロータリー

について学んでいきます。 

私達の高槻ロータリークラブ、このクラブを構成する一人

一人をロータリアンと言います。ロータリーでは個々のロー

タリークラブをロータリークラブと言いますが、国際ロータ

リーは「クラブ」ではないので、クラブはつかずに国際ロー

タリーと言います。ロータリーは世界中に沢山あります。（中

国やベトナムにはロータリークラブはありません。ロシアに

はあります。） 

財団補助金をもらって、国際奉仕活動をする時、相手国に

ロータリークラブがあることが条件となります。（ベトナム

は例外です。） 

【ゾーン】 

ロータリー手帳の「各地区ガバナー並びに事務所」のページ

にまず「ゾーン１」とあります。国際ロータリーでは世界中

を 34 のゾーンに分けております。 

私達は第 3 ゾーンに所属しております。（第 1～第 3 は日本）

ゾーンは RI 会長選出の便宜上使われているということで

す。 

【地区】 

第 3 ゾーンには 11 の地区がありまして高槻ロータリークラ

ブは第 2660 地区です。高槻 RC のＨＰでは 1954 年当時は

第 61 区、1970 年第 366 区、1977 年に第 266 地区、1991

年にやっと現在の第 2660 地区となりました。 

（今は大体国別のくくりで４桁、イギリス当りが 1000 番台

前半 オーストラリア、アフリカ当りが 9000 番台で、発祥

の地アメリカは 5000 番台） 

第 2660 地区には大体 15 クラブ前後が組になっていて IM 

（インターシティミーティング＝都市連合会）と称する、ク

ラブの地域拡大版を形成しています。この都市連合の責任者

が松尾ガバナー補佐です。 

高槻ロータリークラブは IM２組です。 

地区とは、RI 管理の便宜上まとめられた一群のクラブの

所在する、一定の地理的区域の名称です。この地域を指導し

ているのが地区ガバナーです。地区ガバナーは国際ロータリ

ーの役員です。国際ロータリーとロータリークラブの間にあ

るのが「地区」といえます。 

高槻 RC にも地区委員の方がおられます。月に一回程度、堺

筋本町にあるガバナー事務所で地区委員会を開催したり、年

に数回の委員長会議なども開催されます。 

委員長会議は国際ロータリーからの決定事項や地区方針

などの説明を受けるだけなく、他のクラブの活動を知った

り、困りごとを共有したりと、自分のクラブに持ち帰る情報

が沢山あります。「委員長だから行かなければならない」の

ではなく、クラブみんなのために参加して頂きたいと思いま

す。 

地区委員の方々は地区委員長会議を開催するために、大変な

尽力をされておられます。 

積極的なご参加、ご協力をよろしくお願いいたします。 

また、委員長でなくても、委員でなくても興味があれば参加

を申し込むことが出来ます。 

 

◎幹事報告 

・「2018 市民の健康・食育フェア」に￥10,000-協賛金を
お振込致しましたが、高槻市健康づくり推進協議会よ
りお礼状が届いておりますので、ご報告いたします。 

◎委員会報告 

〇青少年奉仕委員会         小阪 大輔 

 高槻高校 IAC 例会への訪問をいたします。 

 ご参加される方は、7 月 26 日（木）15：30 から訪問予定

ですので、15：20 に正門前にてお集まりください。よろし

くお願いいたします。 

 

 

 

◎卓話 
「私の履歴書」      塚本 正勝 

この度、ご縁をいただき、高槻ロータリークラブに入会さ

せていただいたのですが、今年の 3 月まで 20 年間、商工会議

所青年部にお世話になっておりました。 

 同年代の異業種交流を通じた社会貢献事業をしておりまし

たので、ロータリークラブの目的の一つである「職業奉仕」

にも賛同でき、すんなりと溶け込めるような気がしています。 

さて、「私の履歴書」ということで少しばかりお時間を頂戴

し、お話をさせていただくのですが、正直いままでの自分を

振り返り人前で話すことなどなかったもので、少々気恥ずか

しくもありますが、最後までよろしくお付き合いください。 

私は昭和 42 年、高槻生まれの高槻育ち、本年で 51 歳の男

子でございます。当時、私の父の仕事場兼自宅が芥川町の西

国街道沿いにあり、幼稚園の頃まで芥川町界隈でやんちゃな

子たちと一緒になって遊び育ってまいりました。 

父の仕事は建築設計の仕事でございまして、昭和 44 年に設

計事務所を開設し来年で 50 週年をむかえる、高槻では 2 番目

に古い設計事務所であります。私は、ちょうどバブルとその

余韻がまだまだ残る、とても景気のいい時代に父と一緒に働

くことになります。 

父は広島県府中市久佐町という山深い地域に生まれ育ちま

した。山と川、田んぼばかりの集落の一番上の方に生家があ

り、私が小学生くらいまでは、まさに川で洗濯をし、スイカ

を冷やしているようなド田舎でありました。そこから見上げ

ると山頂にお城があります。 楢崎城という 1333 年に築城さ

れた山城でありますが、毛利氏に攻め込まれ降伏した後、慶

長年間は毛利氏の武将として仕え活躍したとのこと。恐らく

父の家系は楢崎城主に代々仕えた農民武士だったのではと伝

え聞きます。 

そんな高槻に縁もゆかりもない父が、大工をしていた親類

を頼り大阪に出てくるのですが、現在の仕事で言えば現場監

督で、土方と一緒にスコップを握る肉体労働をするかたわら、

図面や構造計算を勉強し、酒癖は悪いが真面目に仕事に取り

組んでいたようです。そんな父が母と高槻で出会い結婚をい

たします。 

母は生まれも育ちも高槻の芥川であり、芥川商店街で「と

もや」という駄菓子、おもちゃ屋を営む商売人の娘でありま

した。 

私から見た母方の曾祖父さんは、昔、犬養毅と貿易をし

て大変裕福な家庭だったと聞きます。しかし母の父は戦争に

は行きましたが、金持ちの息子として財産をすべて食いつぶ

したという、なかなか人物で、性格もあかるく楽しいおじい

さんでした。 

その「ともや」も問屋の担当者のかたに譲り、本人は華の

都、東京で自由で楽しい余生を過ごしたという、その子供 4

人姉妹の下から 2 番目の私の母もまた、楽しい性格で友達の

多い人であります。 

私は 3 人兄弟の真ん中の長男なのですが、姉はお硬い仕事

をする方に嫁ぎ、弟は銀行マンとして父の勤勉な DNA を受

け継いでおりますが、残念ながら私だけが母の商売人の気質

を受け継いでしまったようです。 

建築士として設計をしながら、その知識を元に色々な仕事

に興味をもち、NPO 法人を立ち上げ社会貢献事業として収益

をあげる仕組みを作ってみたり、商売の引き出しを増やし提

案して成約に持ち込む今のスタイルは、やはり母からの商売

人の DNA が色濃く出ているのかもしれません。 

私は 3 人兄弟の真ん中の長男なのですが、姉はお硬い仕事を

する方に嫁ぎ、弟は銀行マンとして父の勤勉な DNA を受け

継いでおりますが、残念ながら私だけが母の商売人の気質を

受け継いでしまったようです。 

建築士として設計をしながら、その知識を元に色々な仕事 

に興味をもち、NPO 法人を立ち上げ社会貢献事業として収益

をあげる仕組みを作ってみたり、商売の引き出しを増やし提

案して成約に持ち込む今のスタイルは、やはり母からの商売

人の DNA が色濃く出ているのかもしれません。 

 



  ◎卓話 

「 トロント国際大会 報告 」  浜田 厚男 

 

�🇦トロント

カナダのオンタリオ州の州都カナダ最
大の都市である。オンタリオ湖岸に位
置し、人口はおよそ260万人。緑の多
い町並みでチャイナタウン、リトルイタ
リー、ギリシャ、コリアタウン、など移
民が多く暮しています。残念ながら日
本人街はありません。

 

開会式エアーカナダセンター

「インスピレーション いたるとこに」をテーマにトロント
で開催された第109回ロータリー国際大会。世界１７５
の国と地域から２５.６５２人のロータリアンが参加、イア
ンHSライズリー国際ロータリーが、「トロントと同じように
ロータリーも異なる文化や経歴の人たちで成り立ってい
ます」のスピーチをしました。

 

開会式

 

講演ゲスト

英国のアン王女は、ポリオ撲滅運動でロータリーに感謝を表明
ローラブッシュ元大統領夫人は、児童教育の支援をスピーチ
ニュージーランドのヘレンクラーク元首相は、ジェンダー平等と、環境、貧困、飢餓。平和についてスピーチしまし
た。
ハイチのジャックガイラフォンタン首相もビデオでロータリーとハイチ政府が水衛生の課題に取組む活動を発表。
カナダのトルド首相にロータリーから「ポリオ撲滅推進功労賞」を贈られました

 

 

 

 

そんな私が高校 3 年生の夏に、人生を変える出来事がありま

した。 
当時、親友から一緒に東京の大学に行こうと誘われていたの

ですが、遠隔地の下宿住まいの苦学生になる勇気もなく断って
おりました。 
結局、親友は一人で東京の学校見学に行くことになるのです

が、行きは新幹線、帰りは生まれて初めて乗る飛行機で帰って
くると、私の部屋で他の仲間達と談笑しながら話をしておりま
した。 
8月 12日の夜、風呂上がりに見たテレビの緊急速報で飛行機

JAL123便が行方不明になったことを知ります。 
テレビのテロップにカタカナで書かれた親友の名前が流れま
す。その夜は、友人たちと集まりどうすることもできない不安
な時間を朝まで過ごしました。 
それからは、遺体が確認され高槻に戻ってくるまで親友の家

で待機し、戻ってきた棺をみんなで抱え運ぶ。 死に顔をみて
最後の別れもできない状況で、味わうことのなかった深い怒り
と悲しみを経験しました。 
時には同級生が受験に追われ彼の存在を忘れているんじゃな

いかと激怒し、自分の彼に対する思いを他の同級生にも無理強
いしていたように思います。 
まだ 18歳、やり場のない怒りと悲しみにどうすることもできま
せんでした。 
その後、私は人を好きになることや、新しい友だちを作るこ

とができなくなってしまうんです。心の何処かで、またいつか
別れなければならない、悲しい思いをするのではないかと、新
しい出会いを拒んでいたんだと思います。 
そんな私が建築設計の仕事を継いだものの、親子といえども

考え方やセンスも性格も違うため、父同様の仕事ができない跡
継ぎをするのが難しい職種ということもあり、多くの壁にぶち
当たります。そうこうしている内に、バブルの余韻も冷め仕事
量が減り始めます。 今のスタイルを続けるしかない父と、こ
れでは駄目だと漠然と考える私。 
当時、下請けの比率の高い受注状況ではこの先立ち行かなくな
るのは目に見えていた私は、図面のかける積極的な営業マンと
して自社案件を増やすスタイルに変えて行くことになります。 
それと並行して、人脈を広めるために商工会議所青年部や青年
会議所に入会し、活動もしてまいりました。 
しかし、活動していても、どうもやりがいがないし楽しくな

いのです。ある日、その後、私の恩人の一人となる先輩にその
悩みを話したところ、「塚本さんは、斜に構えて物事を見過ぎや」
と言われました。人脈を広げるためだと言いながら、無意識に
人との深い交流も避け、人を好きになることを拒んでいる自分
に気がつくんです。事故の後、10年以上ズッと親友のことを思
い続けていたのではなく、親友のせいにしながら生きてきたの
かもしれない、そう思ったとき肩から力が抜けていくような感
覚になりました。 
その後、その先輩から多くのチャンスを頂き、引き上げてい

ただいた事により、人のために働こう、人に喜ばれることをし
ていこう、必要とされる人間になろう、と失われた 10年を少し
ずつ埋めながら今日まで頑張ってこれたように思います。 
今年で 80歳になった父は未だ現役で、まさに親子二人三脚で

走り続けている最中でございます。これまで多くの建物の設計
をさせていただき、この高槻に可愛がっていただいております
が、一昨年に完成した高槻えびす神社と儀式殿の設計の仕事を
終えた後、父が言った言葉が印象的でした。「ようやく高槻に認
めてもらえた」この高槻になんの縁もゆかりもなかった父が、
高槻にひとりの友達もいなかった父が、よそ者とバカにされ悔
し涙を流していた父が、高槻で頑張りつづけてきたんだと言う
こと。 
二代目として、この高槻はすでに生まれ育った故郷でありま

す。その歴史を忘れず、愛すべき地元高槻のためになるような
仕事や活動を続けて行かなければならないと改めて考えさせら
れた言葉でありました。 
50 歳は「知名」と申しますが、「天が自分自身に与えた使命

を悟った」ということで、私もこれまでの人生を振り返り、自
分の役割とは何かを考える年代に入りました。これからは、気
持ちを新たに高槻ロータリークラブを通じて、自分から人に与
えていけるような奉仕活動ができればと思います。 
ご清聴ありがとうございました。 

 
 

 



 

  

高槻ロータリークラブ５人で開会式大会に参加

 

ドイツハンブルグ国際大会

開催期間 ２０１９年6月1日〜5日
大阪ナイト復活 ５月30日

高槻旅物語

日程

６／２０ 伊丹ー成田経由でカルガリー 時差−15時間

到着後専用車でカナデアンロッキーに バンフ泊

６／21 1日カナデアンロッキー見学 アスバスカ氷河とう

バンフ泊

６／２２ カルガリーよりトロントに移動 時差＋２時間

日本より13時間 トロント泊

６／２３ ナイヤガラ観光 カナダ側より トロント泊

６／２４ 午前中トロント市内観光 午後より国際大会 トロント泊

６／２５ トロントよりカルガリー経由 成田 伊丹帰国 ６／26

 

カナディアンロッキー１

６／２０ カルガリーからバンフをぬけたらそろそろカナディアンロッキーが見えはじめ
てきました

 

カナディアンロッキー２

最初にエメラルド湖に到着 車を降りたらこの景色が

 

 

 

エメラルド湖

 

カナディアンロッキー３

ボウフォールズ 映画帰らざる河のロケ地だそうです

ボウホールズ

カナディアンロッキー４

タカカウの滝 氷河の融けた水が落差３８０ｍで落ちて来ます。

 

1日目の集合写真

 

 

 

 



  アスバスカ

2日目の集合写真

バンフの町

ナイアガラ

カルガリーから３時間かけてトロントはいりました。最初に有名なアメリカ
との国境のナイヤガラ瀑布ツアーに行きました。

 

ナイアガラの滝

 

 

 

 

 

 

 

カナディアンロッキー５

２日目はレイクルイーズからはじまりました。
カナディアンロッキー有数の景色となります。

レイクルイーズ

カナディアンロッキー６

ペイト湖これも氷河湖です

ペイト湖

 

カナディアンロッキー７

コロンビア大氷河アスバスカに雪上車で登頂しました。

 

 

 



 
◎ニコニコ箱報告 
・大阪ガス野球部が都市対抗野球大会で初優勝する事が 
 できました。ありがとうございます!！   深野君 
・国際大会報告を聞いていただきありがとうございまし 
 た。                   浜田君 
・ポール・ハリス賞をもらって。       石田君 
・クラブ運営委員会から 7月度卓話を頂いた皆様へ。例 

会プログラムへのご協力に感謝です。ありがとうござ 
います。                 河合君 

・卓話キンチョーしました。         塚本君 
 

        本日の合計  ￥ 25,000- 
      7/1よりの累計  ￥268,000- 

◎R 財団への寄付 

浜田 厚男君 ￥5,000- 井前 憲司君 ￥10,000- 

伊藤 智秋君 ￥5,000- 河合 一人君 ￥5,000- 

 

        本日の合計  ￥  25,000- 

      7/1よりの累計  ￥110,000- 

           一人当たり平均 ＄19.61 

 

◎青少年育成基金へ寄付 

 石田 佳弘君 ￥5,000- 伊藤 智秋君 ￥5,000- 

 片山美智子君 ￥30,000- 河合 一人君￥10,000- 

 塚本 正勝君 ￥5,000- 

 

本日の合計 ￥  55,000- 

      7/1よりの累計 ￥175,000-        

    

 

 

 

ビフォーアフター

ナイヤガラオンザレイク散策

トロント観光

まとめ

観光タップリ国際大会は半日の楽しい旅行となりました。

初めてのカナダは、絵はがきのような景色でした。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎7/25 卓上花 

トルコキキョウ 

 白･･･思いやり 

  紫･･･希望 


