
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◎出席報告 

 
例会場変更（於：桃谷樓） 

 
◎ ソング・・・それでこそロータリー 
◎ 卓話  西田 直弘君 

    「 高槻市樫田への想い… 」 

卓話  山室 匡史君 

  「 定款の主要な変更点について 」 

◎ 例会後の行事 
職場見学会（於：JT 生命誌研究館） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3185 回 本日（10/16）の例会 

 

 

ガバナー公式訪問 
 

◎ ソング・・・我等の生業 
◎ 卓話  

国際ロータリー第 2660 地区 2019-2020 年度  
ガバナー 四宮 孝郎様 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3186 回 次週（10/23）の例会 

No.14  2019 年 10 月 16 日 発行 

マーク・ダニエル・マローニー RI 会長 

 

 

 

ロータリーは世界をつなぐ 

 

会員数 出席者数 出席率 

49 名 40 名 86.96 ％ 

前々回例会補正後出席率  90.41 ％ 

但し、 Mup 3 名   欠席者 4 名 

出席規定適用免除有資格者 5 名 

 

 

 

 

 

 

先週（10/9）の例会から 

◎ゲスト・ビジター            計 2 名 
 
国際ロータリー第 2660 地区 2019-2020 年度 
ガバナー補佐 古城 紀雄様 千里 RC 

 
福田 晋也様  伊丹昆陽池 RC 

 
 
 

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．みんなのためになるかどうか 

THE ROTARY CLUB OF TAKATSUKI  国際ロータリー 第２６６０地区 

事務所 〒569-1116 高槻市白梅町 4-1 高槻阪急 6 階 

    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 高槻阪急 6 階 多目的ホール TEL 072-684-5379 

創 立 1954 年 6 月 15 日 

会長 入谷治夫 幹事 小阪大輔 クラブ運営委員長 内本繁 会報担当副委員長 大木城司 
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高槻ロータリークラブ 

 

10 月は経済と地域社会の発展月間 / 米山月間 

 

◎会長の時間 

 

今月は「経済と地域社会の発展月間」です。 
皆さんすでにご存知のように、今月からクラブの事

務所、例会場が長年お世話なった高槻西武から高槻阪
急に変わりました。オープン当日の土曜日の夕方に、
私も地下 1階に行きましたがお客さんで大変混雑して
いました。また 6 階に新たに出店した回転寿司チェー
ンの長次郎は連日長い行列です。見物客も含めしばら
くは混雑すると思いますが、我々市民としては関西で
なじみの深い阪急百貨店が、高槻に進出されたことは
大歓迎で喜ばしいことです。すでにご案内しておりま
すが、高槻西ロータリーさんが 10 月 17 日にオープン
例会として、阪急百貨店の役員の方が卓話されます。
夕方からですが、食事も提供されるようですのでご都
合のつく方はぜひ参加して下さい。 

 

※10/30(水)は、定款による休会 

 

9 月度皆出席表彰 

 

長山 正剛君  通算 4 年 

大木 城司君  連続 3 年 

香西 徳治君  連続 1 年 
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  ところで高槻市の経済、発展についてですが、ここ十
年近くで大きく発展したと思います。駅前での最初の２
棟のタワーマンション、平和堂を含むアクトアモーレの
開発、その後の湯浅電池跡の再開発による、関西大学の
ミューズキャンパスの開校、数棟のタワーマンションの
建設で駅前も大きく変わりました。それと交通面では新
名神のジャンクションが出来、大阪、京都方面へのアク
セスが良くなり、またＪＲの特急による関西空港、北陸
方面への時間短縮も有り難いことです。また来年の１０
月にはコンベンション施設を備えた本格的ホテルがこの
高槻阪急の向かい側にオープンします。ただ駅前でも松
坂屋側のグリーンプラザ等に賑わいが無く多少懸念して
います。 
先日、濱田高槻市長による市政報告会に参加いたしま

した。市長には 11 月の例会に外部卓話をお願いしており
ますので今後の施策については、その時に詳しくお聞き
することになりますが、令和元年度の重点施策として 
① 強靭なまちづくり 
② 富田地区のまちづくり 
③ 高槻の歴史を継承するまちづくり 
の 3 大テーマを掲げておられます。濱田市長には派手さ
は有りませんが、着実に中核都市としてのあらゆる分野
で高槻市を良くしようという熱意と実行力があり、市民
の一人として今後も期待しております。 
 
 

◎ガバナー補佐訪問 

 

国際ロータリー第 2660 地区 2019-2020 年度 

ガバナー補佐 古城 紀雄様 

 

・ガバナー事務所より『「令和元年台風１５号千葉県災
害」義捐金のお願い』が届いております。会員 1 名に
つき 1,000 円程度の寄附をお願い致します。ご協力宜
しくお願い申し上げます。 

・ガバナー事務所より「日本のロータリー100 周年記念
ピンバッジ」が届いております。このピンバッジは、
ロータリーの友 6 月号 34 ページに掲載されておりま
すが、日本のロータリー100 周年実行委員会から販売
されているものです。日本のロータリー100 周年を、
地区を挙げてお祝するという気持ちを込めて地区が
購入してくださり、地区内の会員の皆様へ配布いただ
いております。 

・2018-2019 年度春の RYLAセミナーホストクラブの東大
阪東 RC より「2018-2019 年度春の RYLA セミナー報告
書の送付ならびにご回覧のお願い」が届いておりま
す。資源削減と開催予算縮小化のため、データは USB
にて送付されておりますので、必要な方は事務局まで
お問い合わせください。 

・ロータリー財団への寄付金￥240,000－、ポリオプラ
スへの寄附金￥383,000-、米山奨学会への寄付金
￥105,000―を 9 月 26 日に振込致しました。皆様ご協
力ありがとございました。 

・千里メイプル RC、吹田西 RC、摂津 RC より概況報告書
が届いております。後方テーブルに置いておりますの
でご覧下さい。 

・高槻 RC の 2019-2020 年度概況報告書が仕上がりまし
た。皆様へ配布しております。 

 

 

◎委員会報告 

〇クラブ研修委員会          山室 匡史 
・今月は「ロータリーの友月間」です。ロータリーの
友 10 月号の推奨記事として、横書きの記事からは、
P.3「RI 会長メッセージ」、P.7「ようこそ日本へ！マ
ローニーRI 会長夫妻」、P.19「モンゴルで強く固く結
ばれた絆」、P.30「『ロータリー100 年史』の刊行に向
けて」、P.34「例会の服装、どうしていますか？」、
P.38「ポリオサバイバーとして ロータリアンとし
て」、P.51「財団管理委員長からのメッセージ」をご
紹介させていただきます。縦書きの記事からは、P.85
「社会変化を的確に捉えることの重要性と地域イノ
ベーションのおもしろさ」をご紹介させていただき
ます。お時間のある時に、ぜひ読んでいただければ
と思います。宜しくお願い致します。 

 

〇青少年奉仕委員会           松下 浩章 

・9 月 29 日(日)に高槻中学高等学校インターアクトクラ 

ブのクリーンハイクに参加して参りました。高槻 RC 

からは 9 名の会員にご参加頂きました。ありがとうご
ざいました。当日は真夏のような暑さの中、生徒 45

名、引率の先生 5 名、ロータリアン 9 名の総勢 59 名
が、淀川河川敷公園までゴミを拾いながら歩きまし
た。10 月 20 日にもクリーンハイクを予定しておりま
すので、ぜひご参加頂ければと思っております。よろ
しくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

◎幹事報告 
・地区大会 2日目 2019年 12月 14日(土) 本会議後に、公開 
シンポジウムが開催されます。スポーツ界から若者の育成に
ご熱心なお二人方、元ラグビー日本代表 大畑大介氏、阪
神タイガース内野手 鳥谷敬氏をお招きし、ご自身の経験談 
を交えた様々なお話を小澤昭博アナウンサー（読売テレビ） 
の進行で繰り広げる企画です。ロータリークラブを通じた
様々な友人や地域社会との繋がりを活かし、青少年にエー 
ルを贈る企画ですので、ぜひご賛同頂き、多くのロータリア
ンはもちろん、ご家族・ご友人・社員様・お知り合いのスポー
ツチーム・青少年・青少年育成者にご来場賜りたいと存じま
す。つきましては、会員各位よりご家族・ご友人・社員様・お
知り合いのスポーツチームなどをお誘い頂き、先日配布致し
ました申込み用紙（チラシ）にご記入の上、10 月 21 日(月)ま
でに事務局まで事前の申込みをお願い致します。 （※尚、
参加者には紹介会員を通じて参加パスを事前にお渡し致し
ます。） 
【日  時】2019年 12月 14日(土)16：00～17：30 
【会  場】大阪国際会議場 5F メインホール 
【参加資格】ロータリー会員から招待を受け、事前にお申込 

み頂いた方 
小学生以上（小学生は大人の方の同伴が必要） 

 

 

 

 

◎10/9 卓上花 

カーネーション ····· 無垢で深い愛 

りんどう ··········· 正義・誠実 



 

 

  

◎卓話 

           「   深く人生を味わえる旬、80 代   」          本多  了 

 

 



  

 



 

 

◎例会後の行事 
〇クラブアッセンブリー開催（於：例会場） 

13：45～14：45 
参加人数 24 名 
 

・国際ロータリー第 2660 地区 2019-2020 年度 ガバナ
ー補佐 古城 紀雄様、ガバナー補佐エレクト 西
川 正一様、会員 22 名出席のもとクラブアッセンブ
リーを開催致しました。 

 
 
◎ニコニコ箱報告 
・誕生記念内祝  飯島君 
・結婚記念内祝  坂野君 

石田君（ありがとうございます。） 

河合君、松下君 
・入会記念内祝  伊藤君 

松尾君（古城ガバナー補佐ようこそ 

高槻 RC へ。御訪問ありがと 

うございました。） 

・創業記念内祝  石田君（ありがとうございます。） 

          浜田君、本多君、稲富君、川面君 
・クリーンハイクに参加させていただき、ありがとう
ございました。              藤田君 

・卓話を聴いていただいて。         本多君 
・古城ガバナー補佐様、福田様ようこそお越し下さい
ました。                          井前君 

・ガバナー補佐古城様、伊丹昆陽池 RC の福田様、高槻
RC にお越しいただきありがとうございます。入谷君 

・古城ガバナー補佐、福田さん、例会訪問頂きありが
とうございます。            小阪君 

・先日のインターアクトクリーンハイク・文化祭ご参
加有難うご座居ました。          松下君 

 

             本日の合計    ￥   95,000- 
            7/1 よりの累計  ￥ 640,000-

      
 

 

◎R 財団への寄付 
 浜田 厚男君 ￥ 5,000-  川面 智義君 ￥ 5,000- 

河合 一人君 ￥ 5,000-  松尾  浩君 ￥ 5,000- 
大木 城司君 ￥ 5,000- 山口  誠君 ￥ 5,000- 

 
本日の合計  ￥   30,000- 

         7/1 よりの累計  ￥ 726,460-     
        年次基金会員より   ￥  270,000- 
        年次基金ｸﾗﾌﾞより  ￥  33,460- 

       ポリオプラス会員より  ￥  423,000- 
           一人当たり平均     ＄137.28  
 
※回覧を回しておりましたポリオプラスへの寄附は、 

10 月 9 日会員 4 名より合計￥40,000-集まりました。 
上記「ポリオプラス会員より」の項目の合計金額に 
加算しております。 

 
◎米山奨学会への寄付 

坂野 信一君 ￥ 5,000-  入谷 治夫君 ￥ 5,000- 
石田 佳弘君 ￥ 5,000-  伊藤 智秋君 ￥ 5,000- 
大木 城司君 ￥ 5,000- 山口  誠君 ￥ 5,000- 

 
本日の合計  ￥   30,000- 

          7/1 よりの累計  ￥  255,000-      
                会員より  ￥  135,000-      
               ｸﾗﾌﾞより    ￥ 120,000-      
                  一人当たり平均   ￥  5,204-      
 
◎青少年育成基金への寄付 

井前 憲司君 ￥ 5,000- 山口  誠君 ￥ 5,000- 
 

本日の合計   ￥   10,000-              

7/1 よりの累計  ￥  100,000- 

 

 

 

 

 

2019-2020 年 度 例 会 プ ロ グ ラ ム 

     

月 日 内  容 例会後の行事 備  考 

10 月 

16 
移動例会（於：桃谷樓） 

卓話（西田君・山室君） 
職場見学（JT 生命誌研究館） 

経済と地域社会の発展月間 

米山月間 

23 ガバナー公式訪問     

30 定款による休会   ＊職業奉仕委員会 

11 月 

6 
記念月御祝 

卓話（松尾君）/私の履歴書（髙木君） 
定例理事会 ロータリー財団月間 

 

13 卓話（稲富君・白石君）   秋のライラ（11/2～4） 

20 移動例会（滋賀大学職業奉仕会社見学） 秋の親睦会 IAC 年次大会（11/10） 

27 
二人三脚例会 

外部卓話（高槻市長 濱田 剛史様） 
  

学友会総会（秋）（11/10） 

＊国際奉仕委員会 

12 月 

4 記念月御祝/年次総会/卓話（清水君） 定例理事会 疾病予防と治療月間 

11 卓話（光本君・岩井君） 被選理事会 地区大会（12/13～14） 

18 外部卓話（片岡製作所 片岡 宏二様）     

22 25→22 移動例会（於：山水館） 忘年家族例会（於：山水館） ＊クラブ運営委員会 

 


