
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◎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・・・それでこそロータリー 
◎ 卓話  河合 一人 君 

「 コミュニケーションについて考える 」 
   卓話  馬渕 晴彦 君 

「 高槻名誉市民山崎旭萃と琵琶 」 
◎ 例会後の行事  

   第 2 回被選理事会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3150 回 本日（1/23）の例会 

   

例会場変更（於：桃谷樓） 

◎ ソング・・・我等の生業 
◎ 外部卓話   

国際ロータリー第 2660地区 
  広報・情報・公共イメージ向上委員会 副委員長 

山西 陽祐 様（高槻東 RC） 
「My ROTARY の活用について」 

◎ 例会後の行事 

   65 周年実行委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3151 回 次週（1/30）の例会 

No.27  2019 年 1 月 23 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 

52 名 43 名 85.71 ％ 

前々回例会補正後出席率  89.13 ％ 

但し、 Mup 3 名   欠席者 5 名 

出席規定摘用免除有資格者 5 名 

 

 

 

 

 

 

WEEKLY BULLETIN 

２０１８～２０１９ 

  

高槻ロータリークラブ 

1月は職業奉仕月間 

先週（1/16）の例会から 

◎ゲスト                計 1 名  
 
国際ロータリー第 2660地区 2018-19 年度 

地区職業奉仕委員長 入谷 治夫 様（高槻 RC） 
 
  

 
◎会長の時間  
 

先週、1月 11日金曜日にＵＲＧＥにて高槻東ＲＣ主
催の 3ＲＣ新年合同例会が開催されました。新入会員
の浦中さんをお迎えすることが出来まして、重ねてお
めでたい年明けとなります。 
 
１月は「職業奉仕月間」となります。地区職業奉仕

委員会入谷委員長に職業奉仕の卓話を頂く予定にな
っております。 
私達はロータリークラブとライオンズクラブとの

違いを問われることがございます。 
ロータリークラブは I save 
ライオンズクラブは We save 

と、説明されます。ロータリークラブは職業奉仕が大
きな柱になっております。 
ロータリークラブが出来た頃（1905 年 明治 38 年

2月シカゴ 悪名高きアメリカの禁酒法が出来る20年
前、ブルックリンでアル・カポネが生まれた）30歳の
弁護士ポールハリス、洋服生地商のハイラム・ショー
レー、鉱山技師のガスターバス・ロア、石炭商のシル
ベスター・シール 彼らが真っ当な道徳観と正義感を
もって社会と対峙する時、商売の相手がギャングでな
い保証もなく、誰も彼もが目先の小金に目が眩んで殆
ど無法であった時代に、信頼のおける、現代で言う常
識的な商売が出来る仲間が集まって結成されたのが
ロータリークラブでした。ロータリークラブは正直な
職業で社会貢献することが第一義となっております。
自分が真っ当な職業で社会奉仕しようというのが I 
saveです。 
 

 

※2/6（水） 例会場変更（於：桃谷樓） 

※2月の誕生・結婚・入会・創業 記念月御祝は、 
2/13（水）例会にて行います。 
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後に一人では大きなことが出来ないが、人やお金が

集まれば大きなことも出来るじゃないかということで
結成されたのがライオンズクラブだとされておるよう
です。この考え方が We save です。 
どちらのクラブも社会の為に貢献しようという心は

同じだと思いますが、2017年 5月高槻西ロータリーク
ラブ近藤様がお見えになった折、ライオンズは地域に
貢献し、ロータリーは世界に貢献するとおっしゃって
おられました。簡単に切り分けることは出来ませんが、
象徴的な表現であると思います。 
以上は私が思うところでありまして、正しい解釈は

入谷委員長にお願いしたいと思います 
 
 
◎幹事報告 
・茨木西 RC より、創立 25 周年記念式典のお礼状が届

いております。 

・1 月ロータリーレート 1 ドル：112 円 

・ロータリー財団への寄付金￥215,000－、米山奨学会
への寄付金￥75,000―を 12 月 25 日(火)に振込致し
ました。皆様ご協力ありがとございました。 

・関西大学 RAC 幹事中島様より、ローターアクト第 2

回地区献血のご案内が届いております。65 歳以上の
採血できないロータリアンの方も献血者のご紹介や
よびかけ、応援等、御協力よろしくお願いいたしま
す。 

【日 時】 2019年2月17日（日）※雨天決行 
【集 合】 集合9：50 開会10：00 閉会16：00（予定） 
【場 所】 ①難波バス停横 ②イオン大日前 

③樟葉駅前④梅田 HEP 前⑤阪急三番街付近 
    ※事前登録が必要となりますので、参加を希

望される方は、事務局までご連絡下さい。 

・大阪フレンド RC より、創立 20 周年記念講演会開催
のご案内が届いております。 

【日 時】 2019年3月6日（水）16：30～18：00 
              受付開始 15：30～ 
【場 所】ホテルニューオータニ大阪 2階 鳳凰の間 
【会 費】無料 
    ※事前登録が必要となりますので、参加を希

望される方は、事務局までご連絡下さい。 

 
 
◎委員会報告 
〇青少年奉仕委員会         内本  繁 
・高槻中学高等学校ンターアクトクラブよりクリーン

3 ハイクのご案内が届いております。当クラブは提
唱クラブでもありますので、多くのご参加を宜しく
お願い致します 

【日  時】2019年 2月 21 日(木) 15：40～17：15 

【集合場所】高槻中学高等学校 正門前  

【集合時間】15：30 

【ル ー ト】行き道：国道 171 号線経由 芥川公園へ 

      帰り道：みずき通り経由 学校へ 

【持 ち 物】軍手、飲み物、タオル、ゴミ袋、 

※動きやすい服装 

 
〇社会奉仕委員会          松下 浩章 
・2019年 1月 20日(日) 第 27 回高槻シティハーフマ

ラソンが開催されます。ボランティアスタッフとし
てご参加いただく会員の皆様には、メール・FAX 等
にて、集合場所・集合時間・駐車場などのご案内を
改めてさせていただきます。宜しくお願い致します。 

 

〇インフォメーション         西田 直弘 
・高槻 RC 元会長 前内 宏文氏 米寿を記念する会が

開催されます。多くの皆様のご出席を賜りますよう
お願い申し上げます。 

【日  時】2019年 2月 2日（土）13：00～16：00 
【場  所】山水館 
【送迎バス】12：30 西武前京都銀行前発 

【会  費】10,000 円 ※当日会場にて集めます。 

  ※皆様とお顔合わせて酒を酌み交わし、おしゃべり
していただくことが何よりの祝いと思いますの
で、会費以外は固くご辞退申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

氏  名 浦中 郁文 

生年月日  S43 年 3 月 19 日 

勤 務 先 ルーマ株式会社 

自宅住所   〒569-1042 

        高槻市南平台 2丁目 9-14 

職業分類   建設業 

推 薦 者   岩井祐造 清水利男 

趣  味   特になし（ゴルフくらい） 

好きな言葉又は生活信条   男は男らしく 

 

新入会員のご紹介 

◎卓話 

「職業奉仕月間に因んで」 

 

国際ロータリー第 2660 地区 2018-2019 年度 

  地区職業奉仕委員長 入谷 治夫 様 
 

職業奉仕とは何か？それはロータリーの精神、哲学は
何か？という問いである。 
ロータリー運動は倫理運動です。ロータリーのロータ

リーたる所以は、職業奉仕の実践です。ロータリーにお
ける倫理は、1945年に制定された「道徳律」や「ロータ
リーの目的」の第二項に示されています。 
では「倫理とは」何か？それは「人が正しく歩む道」

です。①嘘をつかない②人を泣かすようなことをしては
いけない③人を欺いてはいけない④非社会的、非道徳的
行為をしてはいけない⑤不祥事を起こさないというのが
倫理の教えであります。 

 

◎浦中会員より 

・この度は歴史と伝統のある高槻 RC に入会させて頂き
まして、本当に感謝申し上げます。何分不慣れで未熟
ではございますが、皆様の御指導を仰ぎながら、私の
できる事を一生懸命させて頂きたいと思っておりま
す。宜しくお願い致します。 

 

 

◎1/16 卓上花 

スプレーカーネーション 

…集団美 

デルフィニウムプラチナブルー 

  慈悲… 

 

 



 

 

  

職業奉仕と社会奉仕との違いは？職業奉仕は自分の
職業を通じて奉仕することですが、いまいちよくわか
りません。受益者が自分以外の人の場合が社会奉仕、
自分の場合は職業奉仕と考えたら解りやすいでしょ
う。 
職業奉仕の理念についてですが、「職業を営むとは」

収益を得て、企業を継続維持することです。「奉仕する
とは」世のため人のために尽くすことです。この正反
対の言葉が存在するが、ロータリーは「職業を営むこ
とが世のため人のための奉仕になる」と言っています。
ここが職業奉仕の一番難解な点ですが、この点が解ら
なくてはなりません。それをどのように説明するかで
すが、職業を営む心も奉仕の心も「ひとつの心」とし
て考えなさいということです。即ち「世のため人のた
めに奉仕をする心をもって職業を営むべし」というこ
とです。そしてこの言葉の意味は、先ほど説明しまし
た自分の職業に対して強く「倫理性」を要求している
のであります。 
「He Profits Most Who Serves Best」これはアーサ

ーシェルドンの言葉で、ロータリーの標語です。「最も
よく奉仕するものには、最も多くの利益がある」です。
即ち、奉仕活動をすればするほど、地域の人々から自
分の職業に対して尊敬と信頼、信用をより多く得て、
自分の職業がさらに繁栄するということを言っていま
す。 
ロータリーにおける 2 つモットーについてですが、

①ロータリーは倫理運動を通じて世のため人のために
奉仕する。という考えと②人道的活動を中心とする人
の金銭的、物質的援助活動が必要である。という二つ
の考えがあります。この異なった意見を調和するため
「決議 23－34」が生まれ奉仕哲学として Service Above 
Self「超我の奉仕」と実践理論の原理である「He Profit 
Most Who Serves Best」が明記されました。    

次にＲＩにおける職業奉仕の変遷ですが、1915年 サ
ンフランシスコ国際大会で、全分野の職業人対象に道
徳律が採択され、我々は事業や経済活動の中で同僚に
対して高い Ideal of service を与えることができない
かと提唱された。1915 年～1923年 奉仕理論提唱派と
奉仕実践派の対立。1920年～1930 年 ロータリーの職
業奉仕が社会に大きな影響を及ぼした最盛期。1923年
セントルイス国際大会で「決議 23-34」が採択され、The 
ideal of serviceの明文化と二つの標語を同様に採択。
1927年 ベルギーオステンド世界大会で職業奉仕
「Vocational Service」が初めて採択。1931年 
ロータリーの倫理訓である道徳律の配布禁止令が出さ
れた。1948年 ＲＩの職業奉仕委員会が廃止される。
1951年 道徳律そのものも廃止され、以来 1987年まで
40 年間ブランク状態となる。 
このような経過のあと 1989 年 規定審議会は「ロー

タリアンの職業宣言」を採択し、その内容は、誇大広
告の禁止、同僚ロータリアンへの便宜供与の禁止、青
少年や地域社会に対する技術提供です。2011年 ＲＩ理
事会において、「ロータリーの職業宣言」は「ロータリ
アンの行動規範」として受け継がれる。 
ハーバードテイラーは 1932年に倒産寸前の会社の再

建する際、社員の育成の指針として「四つのテスト」
を考案、実践し、国際ロータリーはこれを職業奉仕に
ふさわしい短い倫理訓として認めています。 
2016年 ＲＩ規定審議会で奉仕の第二部門を改正す

る件が採択され、「そして自己の職業上の手腕を社会の
問題やニーズに役立てるために、クラブが開発したプ
ロジェクトに答えることが含まれる。」という文面が追
加記載されました。以下もう少し話は続きますが紙面
の関係で省略させていただきます。 
拙い職業奉仕卓話をお聞きいただき有り難うござい

ました。 

 

◎例会後の行事 
  1 月度定例理事会 

 
1 月度定例理事会議事録 

日 時：2019年 1月 16日（水）13：40～14：30 

場 所：例会場 

出席者：伊藤、清水、稲富(代理松下)、入谷、片山、
河合、川面、小阪、藤松、長山、西本、藤井、
山室、石田(代理橋本)  

欠席者：白石、浜田             敬省略

議事録作成人 橋本憲治（石田幹事代理） 

     

議事 
１．前回議事録承認 
   異議なく承認された。 
 
２．12月度会計報告 
   異議なく承認された。 
   なお、三井住友銀行から京都銀行へ預金先を変

更する旨、確認した。 
 
３．2 月、3 月スケジュール確認 
   河合クラブ運営委員長より以下の通り報告があ

った。 
   １月３０日 ６５周年実行委員会 

２月０６日 委員会例会 
２月１３日 外部卓話  

「警察・サイバー犯罪について」 
２月２０日 大木さん３０分 

 
２月２７日 松下さん 15分、坂野さん 15分  

６５周年実行委員会 
３月０６日 川脇さん３０分 
３月１３日 長井さん１５分（松尾さん、早川

さん各１５分、どちらか卓話） 
３月２０日 ＩＡＣ活動報告 
３月２７日 飯田さん１５分（松尾さん、早川

さん各１５分、どちらか卓話） 
   なお、4 月は決まり次第報告することになった。 
 
４．クラブ研修委員会の件 
   川面委員長より、ロータリーの友への原稿出稿

依頼があり、本年度掲載に間に合わせるため、
来週例会時に各委員長が案を提出することにな
った。 

5、高槻未来塾参加の件 
（2/3（日）14～17 時 現代劇場大ﾎｰﾙ） 

    13時半に開場し、受付はクラブ運営委員会が
担当することになった。 

    なお高槻 RC メンバー指定席枠として 50 席確
保している旨、報告があった。 

 
6、フレッシュロータリアン研修セミナーの件 

（3/1金 18:00～ ラ・フェットひらまつ） 
松尾ガバナー補佐が主催なので、次の理事 
会で詳細を報告してもらうことになった。 
尚、各委員長は運営の手伝いをしてもらいたい 
旨、会長より依頼があった。 

7、ローターアクト第 2回地区献血の件 
（2/17（日） 10～16 時）（大阪 5 会場） 

    幹事報告にて本日案内済み。 

 



 

 

 

 

  

8、18-19 年度 後期 地区運営資金・地区活動資金・ 
地区大会資金 振込みの件 

地区資金後期分 ￥8,500×51名（1/1 現在の会
員数）＝￥433,500－ 

   振込を行った旨、報告があった。 
 
9、ロータリーの友誌後期分請求書の件 

（200 円*55 人*6か月） 
ロータリーの友誌後期分 ￥71,280－ 

   振込を行った旨、報告があった。 

10、高槻西ロータリークラブ創立 30周年の件 
（3/28木 16:15～ホテルグランビア大阪 20F） 

    会長、幹事が出席する旨、報告があった。 

11、その他  （前内氏 米寿お祝い） 
   西田会員より出欠名簿を回覧する旨、案内があ

った。 

報告事項 
1、次年度クラブ推薦地区委員の件 

（2019-20年度のための地区チーム研修セミナー） 
日時：2019年 2月 2日（土）13:30～16:00 
場所：大阪国際会議場 

（橋本、石田、小阪、藤井、松下、白石、 
伊藤 順不同敬称略） 

2、地区ロータリー財団補助金管理セミナーの件 
日時:2019年 2月 16日(土)（要出欠確認） 

開会:13:00～17:00   
場所：大阪 YMCA会館 2Fホール 

      （井前会員に出席を依頼する旨、報告が
あった。） 

 
3、IM2組ロータリーデイ 

（3/16（土）吹田江坂 RC 14:00～16:30 
阪急エキスポパーク） 

    本日チラシをポケットに入れて案内した。 

4、韓国・大邱市での「第 20 回 RI囲碁大会」のご案内
4/6-7 日 

 

5、その他 
   長山会員より、HP アップ用の原稿を出稿するよ

う依頼があった。 
   川面委員長より 65周年記念事業に就いて会員 

アンケートを依頼したい旨、報告があり、まず、 

理事会メンバーに来週までに記載してもらうよ 

う依頼した。 

川面委員長より芥川高校・和太鼓部より芥川高 
校各クラブ活動よりシリア難民救済活動の協力 
要請の書面配布があった。満場一致で協力する 
こととする。 

（65 周年記念行事の時の募金活動、シリア人高
校生の参加等） 

 
 

 

 

◎ニコニコ箱報告 

・誕生記念内祝 坂野君、 

橋本君（とうとう 50になりました！） 

        河合君（クラブ運営委員会からお礼です。 

12/23忘年家族例会には多数ご参加下さ 

り、ありがとうございました。）山室君 

・結婚記念内祝 飯田君、川畑君、 

・入会記念内祝 本多君、片山君 

・創業記念内祝 光本君(これからもよろしくお願いしま 

す。) 

・皆出席内祝  井前君、片山君、 

        松尾君、西澤君 

・奇抜なおもちゃをいただきまして(atX‘mas)  井前君 
・浦中さん、ようこそロータリークラブへ入会して下さ

いました！よろしくお願い申し上げます。  伊藤君 
・浦中郁文会員入会おめでとう        岩井君 
・家族例会では会長賞をいただいて、美味でした。携帯メ

ールが変わりました。Kawabata0365@au.com    川畑君 

・遅くなりましたが、新年の御挨拶で！     丸山君 

・2660地区職業奉仕委員長の入谷さん卓話ありがとうござ

いました。                 西本君 

・浦中さん、入会おめでとうございます。BBQの時のスー

パーボールやおもちゃご寄付ありがとうございました。 

                       大木君 

・浦中さんをお迎えして            清水君 

・浦中さん、入会おめでとうございます。    塚本君 

・歴史と伝統のある高槻ロータリークラブに入会させて頂

き感謝致します。              浦中君 

・忘年家族例会で素敵な Tシャツをいただきありがとうご

ざいました。お金しか信じませんので、ニコニコをよろ

しくお願いします。           山室君 

 

        本日の合計  ￥   135,000- 

      7/1よりの累計  ￥ 1,262,000- 

 
◎R 財団への寄付 

井前 憲司君 ￥5,000- 河合 一人君 ￥5,000- 

丸山 俊郎君 ￥5,000- 松尾  浩君 ￥5,000- 

西本恵美子君 ￥5,000- 大木 城司君 ￥5,000- 

山口  誠君 ￥5,000- 

 

        本日の合計  ￥   35,000- 

      7/1よりの累計   ￥ 530,000 - 

           一人当たり平均 ＄91.00 

 

◎米山奨学会への寄付 

 坂野 信一君 ￥5,000- 橋本 憲治君 ￥5,000-  

井前 憲司君 ￥5,000- 

 

本日の合計   ￥  15,000- 

      7/1よりの累計     ￥  367,500- 

            会員より ￥ 240,000- 

            ｸﾗﾌﾞより ￥ 127,500- 

                       一人当たり平均 ￥7,067- 

 

◎青少年育成基金への寄付 

 岩井 祐造君 ￥5,000- 山口  誠君 ￥5,000- 

 

本日の合計 ￥ 10,000-   

      7/1よりの累計 ￥ 545,000- 
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2018 - 2019 年 度 例 会 プ ロ グ ラ ム 

    2019.1.16 修正 

月 日 内  容 例会後の行事 備  考 

  

 1 

月 

  

  

2 定款による休会   職業奉仕月間 

11 9→11 ３RC 新年合同例会 於：URGE     

16 記念月御祝/職業奉仕卓話（入谷） 定例理事会   

23 卓話 (河合・馬渕） 被選理事会   

30 卓話（橋本・外部卓話） 於：桃谷樓 65 周年実行委員会 ＊職業奉仕委員会 

  

2 

月  

  

6 委員会例会  於：桃谷樓 定例理事会 平和と紛争予防/紛争解決月間 

13 記念月御祝/卓話 (早川・外部卓話）  被選理事会   

20 卓話 （大木）   2/20 いのちキラキラ食栽活動推進委員会 

27 二人三脚例会/卓話（松下・坂野）  65 周年実行委員会 ＊国際奉仕委員会 

 


