
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎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 
◎ 委員会例会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3129 回 本日（8/8）の例会 

 

◎ ソング・・・日も風も星も 
◎ 7 月度皆出席報告 
◎ 卓話  東村 賀文 君 
       「          」 
      長山 正剛 君 
       「          」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3130 回 次々週（8/22）の例会 

No.6  2018 年 8 月 8 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   41 名  85.42  ％ 

前々回例会補正後出席率  87.50 ％ 

但し、 Mup 5 名   欠席者 6 名 

出席規定摘用免除有資格者 3 名 

 

 

 

 

 

 

WEEKLY BULLETIN 

２０１８～２０１９ 

  

高槻ロータリークラブ 

※8/15（水）定款による休会 

 

※8/19（日）夏の親睦会 サマーナイト BBQ 

    16：00～18：00   於：山水館  

8月は会員増強・新クラブ結成推進月間 

先週（8/1）の例会から 

◎ゲスト・ビジター           計 0 名 

◎会長の時間 
 
先日、6月末で退会された生駒俊雄様がご逝去されまし

た。ご冥福をお祈り申し上げます。 
7 月 26日 インターアクトクラブ・高槻高校、中学校の

ボランティア部の総会に参加致しました。 
小阪委員長、内本さん、倉本さん、入谷さん、井前さん、

稲富社会奉仕委員長、飯島さん、石田幹事、上村さん、篠
原先生、西本さん 暑い中のご参加お疲れ様でした。 
そこでＩＡＣの皆さんと「地震と豪雨」をテーマに身の

回りの危険個所の確認や自分達に出来る対策について話
し合いました。 
高校生に出来るボランティアは限られておりますし、子

供達には他人のことを心配するよりも自分の身を守るこ
とを最優先してもらいたいものです。 
そして、災害を忘れずに日頃から避難路の確保や飲料

水・食料の備蓄を心掛けることが大切だと我々も肝に命じ
ておきたいと思います。 
感心したのは災害時ＳＮＳ上で拡散したデマを防止す

るのは自分達の使命だと言っていたことです。これは私達
には出来ないことです。 
気になったことが２つ。 
１つは、例えば道路の補強・堤防の補強等、国策や、行

政に動いていただかなければならない事項に関して「他人
に期待せずに自分達ができることを！」と強調した点で
す。私達の税金で災害を防ぐことは「他人に期待せずに自
分達ができること」ではなく、自分がやるべきことだとい
う認識が欠如しています。これが投票率の低さや、政治へ
の無関心の根源なのだと思います。高校３年生１８歳で投
票権を得ます。自分の為に、地域の為に、国の為に、政策
を良く聞き、より良いと思われる政治家を選ぶ選挙に参加
しなければならないという教育をして頂きたいものだと
思いました。 
もう１つは地名です。地名、地名の漢字には意味があり

ます。昔、その地がどんな場所であったかを端的に物語っ
ています。災害に弱い地域の想像もつきます。 
読み書きしやすいからとかお洒落だとかで全然関係の 

 

 

 

 

 

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


 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

ない地名やカタカナ、ひらがな標記にするのは土地の記
憶を奪う行為であると思います。 
最近、新聞で面白い記事を読みました。一時期は判読

不能なキラキラネームが流行りましたが、最近は字面の
良い漢字を人名に使いたいという希望が多いそうです。 
例えば月と星、月と光という偏と作りの漢字がありま
す。 
私の年代では月と星では「なまぐさい」、月と光は「膀

胱のこう」と読むのですが、若い年代の方はロマンチッ
クなイメージを持つようです。 

 

◎幹事報告 

・8 月のロータリーレートは、１＄＝112 円。 

・12 月 7 日（金）～8 日（土）開催の地区大会のご案内
を皆様のポケットへ配布しております。 

 回覧を回しますので、ご出席下さいますようお願い申
し上げます。 

 

◎委員会報告 

〇クラブ研修委員会 Ｒ情報雑誌担当  上村富美男 

 今月の R の友誌掲載の記事について、気になる頁を紹
介いたします。 

P7～会員増強月間に際し女性会員の増強に力を入れ  

各地区の取り組みが掲載されている。 

特に第 2660地区は女性会員の多い地区として取
り上げられている。 

P24～全国ロータリーでも野球大会を毎年開催して
おり第 35 回を迎える 

 P81～「デンマークが幸福な国の訳」 

 

〇青少年奉仕委員会          小阪 大輔 

「秋のＲＹＬＡセミナー」開催ご案内がホストクラブの
茨木西RCより届いております。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。 

 【日程】2018 年 9 月 22 日（土）～24 日（月・祝） 

 【研修場所】関西大学 高槻キャンパス 高岳館 

       〒569-1052 高槻市霊仙寺町 2-1-1 

        TEL 072-690-2161 

 【定 員】50 名 

【申込締め切り】8月 31日（金） 

 【受講料】 

参加青少年受講料  １名 12,000 円 

  ロータリアン登録料（日帰り参加）１名 3,000 円 

  ロータリアン受講料（全日参加）１名 15,000円 

 【ホストクラブ】茨木西ロータリークラブ 

 

〇社会奉仕委員会           稲富 博文 
 今年で3回目を迎える薬物乱用防止啓発活動を開催い
たします。ダメぜったい君の着ぐるみを高槻 IAC のメ
ンバーに着用していただき、RCのメンバーにはチラシ
等の配布、乱用防止の写真パネルを掲示しているバス
へ誘導していただきます。御協力よろしくお願い申し
上げます。 

  【日程】2018年 9月 2日（日） 
      10：00 高槻現代劇場 錦松鶴 前集合 
 
〇高槻 RC「未来塾」          藤井 敏雄 
 今年、最終年度を迎える未来塾は予算￥1,300,000-程
を予定しブラスバンドを企画しておりますが、そのう
ち地区より補助金￥611,160-の入金がありましたこ
とご報告いたします。  

 

〇清水副会長より 
 新事務局に交代するにあたり、事務局へロータリーに関
すること以外の私的な事を依頼することは一切控えていた
だきますよう改めて徹底して頂きたくお願いいたします。 
 
 
◎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 
 
私は 2017－2018 年度 近藤ガバナー補佐の後任として

2018－2019 年度ガバナー補佐として国際ロータリークラ
ブ第 2660 地区ＩＭ２組を担当させて頂きます。今年度はＩ
Ｍを８組から６組に再編されて、新ＩＭ２組には大阪東淀
ちゃやまち RC、大阪淀川 RC、新大阪 RC の３クラブに仲
間に入っていただき新ＩＭ２組 15 クラブでの構成となり
約 530 名の会員数となります。 

 

2018－2019 年度は地区研修協議会でバリー・ラシン国際
ロータリークラブ会長のテーマ「ＢＥ ＴＨＥ ＩＭＳＰ
ＩＲＡＴＩＯＮ」「インスピレーションになろう」と掲げら
れています。人のひらめきで行動を起こし、人々を巻き込
んで一緒に行動を起こそう。ＲＩテーマはロータリー会員
に人の心に火をつける人（モチベーションを高めるリーダ
ー）になってほしいと願うメッセージなのです。 

 

クラブやロータリアンが変化を願っているのであれば、
より素晴らしい行動をして自分たちの能力を更に発揮して
奉仕活動をすることにより人々の人生そして地域社会に変
化をもたらしてもらいたいと願われています。 

 

より持続可能な影響をもたらす大きなプロジェクトに力
を注ぎロータリー任期を超えた活動を積極的に行うことが
重要であると考えます。 

 

一番大切なのは前向きな変化を生み出し私たちが直面す
る課題に勇気と希望そして創造をもって正面から立ち向か
う意欲を、クラブ、地域社会そして組織全体から引き出す
ための「インスピレーション」となる必要があり、行動す
ることの大切さをＲＩのテーマとされています。 

 

ロータリークラブは会員増強をはかりロータリー財団の
恒久基金の強化し、人道的活動、ポリオ撲滅、６つの重点
分野での活動など行っていくことが重要である奉仕団体。 

 

山本博史国際ロータリー第 2660 地区ガバナーは第 2660

地区の方針ではあえて地区のテーマやスローガン、キャッ
チコピーは作らずに、各クラブにはバリー・ラシン会長の
テーマを受けてクラブの特徴個性を生かした会長方針でク
ラブ運営を行ってほしいとの思いがあります。 

 

ただ 1 つガバナーの各クラブへのお願いはロータリー賞
の受賞に取り組んで１年後には全クラブが受賞してほしい
との願いがあります。 

2018－2019 年度の地区方針は 10 項目あります。 

 ①ポリオ撲滅への協力をお願いします 

 ②ロータリー賞の受賞を目指してください 

③ロータリー財団と米山奨学金への協力をお願いしま     

 す 

     年次基金寄付   150 ドル／１会員 

     ポリオ寄付   50 ドル／1 会員 

     ベネファクター   各クラブ１名 

     米山奨学金寄付   30,000／１会員 

④会員基盤を増強して下さい 

 

  

 



   ⑤ロータリーのＩＴ化への協力と公共イメージ向上

へのチャレンジをお願いします 

⑥戦略計画を活用しクラブの中長期ビジョンを策定 

して下さい 

⑦新ＩＭ内の親睦と情報交換を推進して下さい 

⑧ハンブルグ国際大会、地区大会、地区行事への積極

的参加をお願いします 

⑨地区ロータリーデーを企画実施する予定がありご

協力をお願いします 

⑩地区のスリム化、効率化、運営の合理的財務ルール

の徹底 

 

クラブが主役・クラブの活性化なくして地区の活性

化なし・クラブの増強なくして地区の発展なし・クラ

ブのお役に立つ地区・地区はクラブの縁の下の力持

ち・地区はクラブをサポ－トするためにあり、地区を

補佐する立場にある私はこの1年間第2660地区ＩＭ２

組のクラブと地区の架橋となれるように努めます。 

 

2018－2019 年度の１年間の活動に際しご支援ご協力

の程よろしくお願い申し上げます。 

 

 

 
 
 

◎例会後の行事 

  ８月度定例理事会 

 

８月度定例理事会議事録 

 
日  時 ：2018年 8月 1日（水）13：40~14：15 
場  所 ：例会場 
 
議題 1  議事録確認 
 議事録を確認して承認した。 

議題 2 会計報告 
 会計担当長山理事が会計報告で承認された。 

議題 3   

9 月、10 月スケジュールの確認 
長山会員 
夏の親睦会でバスは出せるのか？ 

バスは出せますが時間は未定 

社会奉仕委員会 
9/2（日）社会奉仕委員会薬物乱用防止キャン 

ペーンの出席要請 
清掃事業で出していただが高槻西ロータリー 

クラブが参加しているので高槻ロータリークラ 
ブはインターアクトのクリーンハイクに変更は 
できないか？  
日程は 11月か 12月で今年度はまだ未定 
高槻中学では田中先生から話をして１か月以 

内で決める。ロータリーから話をすれば前倒しで
決めてもらえる。案内が早めに出せるように努力
したい。                  

変更を承認 

議題 4 秋のライラ 
 
 
 
 
 

議題 5  国際奉仕委員会 
・ブキビンタン RC 訪問時ドネーション。 

予算５万円で承認。 

・ポリオプラスの集金の仕方 
11 月にあわせるのではなく、先に回覧で集 
金しておいて足りなければ再度回覧をまわ 
すことで承認 

議題 6 その他 
職業奉仕委員会 

職場見学を例会後同会場でやる。 
10月 17日 13時 40 分から 16時 10分。 
10月 17日の卓話者は職業奉仕委員会 

（西本会員）にイントロダクションして
もらう。 

承認された 
 

     浜田会員  先週土曜日に国際奉仕委員長会 
議があり、5 月 30 日に大阪ナイトと説明し
たが時差の関係上 2019年 6 月 1 日に大阪ナ
イト復活で本会議の前の日にやるという訂
正があった。開催はハンブルグである。 

小阪会員 インターアクトクラブは 3年たつの
で懇親をしたい。立ち上げ時には調印式を
やったときはよく集まったが、その後集ま
りが悪い。メンバーも変わってきているの
で、親睦を 3年ごとにはかればどうか？ 

8月 29日 田中先生と野村先生が来るの 
で、田中先生が今年度の活動計画の説明 

があり、詳細は決まったら報告する 

藤井会員 2018年 8月 19日に芥川高校の和太
鼓の演奏会があります。 
チケットが 10 枚あり、今回は青少年関係と
65 周年の関係に行ってもらうことにした。 

5 万円の御祝い金の承認を求める。 
未来塾の予算から立て替えるので、65 周年
の事業予算から精算。高槻現代劇場もおさえ
ているので、予算は同じようにして本会計に
影響がないように処理したい。 

承認された。 
 

石田幹事 事務局 8月 13日～16日夏期休暇 
承認された 

8 月末まで濱田さん、そのつもりで三浦さ 
んに水曜、木曜で来てもらっている。 
前の職場の引継ぎもあるので 8月中には 
引継ぎを終わらせたい。 
9 月からは濱田さんは来ないがお手伝い
にくる。 

 
事務局員さんの歓送迎会の企画 

幹事一任で承認された。 

河合会員 10 月 17 日職場見学 時間 15 分で
はきついので、卓話は西本さん 30 分にして
24 日を飯島さんの代替日にあてる。 

承認された。 

出席者 ： 伊藤、石田、清水、稲富、入谷、河合、川面、
小阪、白石、長山、西本、浜田、藤井、山室 

欠席者 ： 片山、藤松 

オブザーバー：大木、山口 
 

 



 ◎ニコニコ箱報告  
・誕生記念内祝 本多君、川畑君、白石君、山口君 

塚本君(51歳になりました。体のあちこち 

イタイです） 
・入会記念内祝 橋本君、井前君、岩井君、 

小阪君（長い間いすぎました。体が金属疲労疲 

労おこしてます。オーバーホールに入ろうと思 

います）、長井君 
・創業記念内祝 入谷君、河合君 

 
        本日の合計  ￥ 60,000- 
      7/1よりの累計  ￥328,000- 

 

◎R 財団への寄付 

本多 了 君 ￥5,000-  

石田 佳弘君 ￥10,000-（松尾ガバナー補佐お疲れ様です） 

伊藤 智秋君 ￥5,000- 岩井 祐造君 ￥5,000- 

入谷 治夫君 ￥5,000- 川畑 孝彦君 ￥5,000- 

河合 一人君 ￥5,000- 白石 純一君 ￥5,000- 

山口 誠 君 ￥5,000- 

 

        本日の合計  ￥  50,000- 

      7/1よりの累計  ￥160,000- 

           一人当たり平均 ＄28.01 

 

◎米山奨学会への寄付 

 伊藤 智秋君 ￥5,000- 

 

本日の合計 ￥  5,000- 

     7/1 よりの累計  ￥172,500-          

          会員より ￥ 45,000- 

        ｸﾗﾌﾞより ￥127,500- 

                       一人当たり平均 ￥3,382- 

 

◎青少年育成基金へ寄付 

 橋本 憲治君 ￥5,000- 井前 憲司君 ￥5,000- 

 河合 一人君 ￥10,000- 川面 智義君￥10,000- 

 

本日の合計 ￥  30,000- 

      7/1よりの累計 ￥205,000-        

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎卓上花 

 カーネーション 

    感謝 

 りんどう 

    誠実 


