
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◎出席報告 

 

 例会場・例会時間変更  

 於：山水館 18：00～  
 

◎ 国歌・・・・君が代 
◎ ソング・・・奉仕の理想 
◎ 委員会例会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3183 回 本日（10/2）の例会 

 

 
 ガバナー補佐訪問  

 
◎ ソング・・・四つのテスト 
◎ 誕生、結婚、入会記念月御祝 
◎ 創業記念月御祝 
◎ 卓話  本多  了君 

    「 深く人生を味わえる旬、80 代 」 

卓話  藤田 貴子君 

    「 ある 1 日 」 

◎ 例会後の行事 
   クラブアッセンブリー 

     10 月度定例理事会 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3184 回 次週（10/9）の例会 

No.12  2019 年 10 月 2 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 37 名 84.09 ％ 

前々回例会補正後出席率  88.64 ％ 

但し、 Mup 4 名   欠席者 5 名 

出席規定適用免除有資格者 5 名 

 

 

 

 

 

先週（9/25）の例会から 

◎ビジター                計 2 名 
 
国際ロータリー第 2530 地区  

2019-2020 年度 インターアクト委員会 委員長 
大木 和彦様  須賀川 RC 
 

高槻東ロータリークラブ 社会奉仕委員会 委員長 
高木 大介様  高槻東 RC  飲食店 

 

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 

※10/2(水)送迎バスは、17：30高槻阪急前京都銀行前発 
 

 

※10/16(水)例会場変更（於：桃谷樓） 

◎会長の時間 

 
今月は「ロータリーの友」月間です。皆さん９月号

を熟読して頂けましたか？「積んどく？にならず読ん
どく」になるようお願いします。ロータリーの友はご
存知のように会員の購読の意思とは関係なく全会員に
配布されています。クラブから購読料を支払っていま
す。そのため購読が義務付けられています。ロータリ
ーの友は会員にとって有益な情報が多く掲載されてい
ます。国内の他クラブの活動状況や世界の状況、その
時々にふさわしい情報や友愛の広場もあります。 
先月号で「この人訪ねて」とのタイトルで紹介され

た木村皓一さんの記事を、私は興味深く読ませて頂き
ました。木村さんは八尾東ロータリークラブの会員で、
皆様ご存知のミキハウス、三起商行の創業者で社長で
す。ミキハウスと言えば子供服の有名ブランドで年商
230 億の企業です。社長自身は小さい頃にポリオ（小
児麻痺）を発症され苦労された経験をお持ちです。そ
のためポリオ根絶を目指しているロータリークラブに
入会されたのか定かではありませんが、社会貢献、奉
仕に積極的な企業です。創業されまだ会社が軌道に乗
っていない時期に、車椅子バスケットの支援の為、一
台 20 万円の車椅子を 20 台寄贈されました。またミキ 

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


  

 

ハウスは幅広いスポーツ選手を支援されています。ミキ
ハウス出身、所属選手をこの場では紹介しませんが、木
村社長のスポーツ選手を育成したいという強い姿勢、考
えが感じられます。子供服と言えば日本は少子化で企業
としては成長分野ではありませんが、海外市場を開拓さ
れ売上拡大を計っておられます。今は売上の 5 割近くを
海外で販売されているようです。企業独自で社会貢献や
奉仕活動をするには、ある程度の企業規模でないとなか
なか出来ないものです。そういった意味では、ロータリ
ークラブと言う団体で会員が協力して奉仕活動を行う
ことは大きな意義があると思います。これは私の考えて
いることですが、可能ならばミキハウスの木村社長に当
クラブの外部卓話に来ていただき、お話しを聞きたいと
思っております。 
 
 
◎幹事報告 
・千里 RC、吹田江坂 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。 

・米山記念奨学会より「2019-20 年度豆辞典」が届いて 
おります。皆様へ配布しております。 

・米山記念奨学会より「2018 年度決算報告・事業報告」
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。 

・国際ロータリー第 2660 地区 山本博史直前ガバナー
より「2018-2019 年度ロータリー賞受賞感謝状」が届
いております。 

 
 

◎委員会報告 
〇クラブ運営委員会          内本  繁 

・来週 10 月 2 日(水)の例会は、夜間移動例会となりま
す。当日は委員会例会となりますので、各委員会の
委員長、副委員長におかれましてはご予定をお願い
申し上げます。よろしくお願い致します。 

【日  時】2019 年 10 月 2 日(水)18：00～ 
【場  所】山水館 
【プログラム】委員会例会 

【送迎バス】17：30 高槻阪急前京都銀行前発 

【参 加 費】無料 
 
〇ゴルフ同好会            岩﨑 貞治 
・高槻東 RC より「2019-20 年度第 1 回高槻 3RC ゴルフ
コンペのご案内」が届いております。回覧を回しま
すので、多数の皆様のご参加よろしくお願い致しま
す。 

【日  時】2019 年 11 月 4 日(月・祝) 
      9：40 集合 10：04 スタート 
【場  所】ベニーカントリー俱楽部 
【競  技】18 ホール・ストロークプレー  

ダブルペリア方式 
【参 加 費】10,000 円（※プレー料金は各自支払い） 
 
〇青少年奉仕委員会          松下 浩章 
・先日もご案内させていただきましたが、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が開
催されます。当クラブは提唱クラブでもありますの
で、多くの皆様のご参加を宜しくお願い致します。
当日天気が悪い場合は、参加をご予定の皆様に私よ
りご連絡させていただきます。よろしくお願い致し
ます。 

【日  時】2019 年 9 月 29 日(日)9：00～12：00 

【集合場所】高槻中学高等学校 正門前  

【集合時間】8：45 
【持 ち 物】軍手、飲み物、タオル 
 
〇写真同好会             浜田 厚男 

・高槻 RC の会員 7 名が所属する「フォト研 凛の会」
の写真展を開催致します。皆様にご案内を配布して
おります。自信作を展示しておりますので、近くに
お越しの際はお立ちより頂ければと思います。よろ
しくお願い致します。 

【日  時】2019 年 10 月 18 日(金)～23 日(水) 

      10：00～19：00  

※最終日は 17：00 まで 

【場  所】高槻市立展示館「けやき」 

 

 

◎卓話 

    
「 ロータリー財団の活動 」 

藤井 敏雄 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

財団委員会の活動
高槻ロータリークラブ

藤井敏雄

令和元年９月25日

 

◎高槻東ロータリークラブ 

      社会奉仕委員会 委員長 高木 大介様 

・高槻城北ハロウィンフェスティバルが 10 月 27 日に城
北通商店街で開催されます。城北通商店街内のメイン
会場では豪華ステージの他、ハロウィンムードを盛り
上げる様々なブースが盛り沢山です。仮装パレードや
仮装コンテストも開催致します。本日皆様にチラシを
配布させていただいております。ご家族、ご友人など
お誘いあわせの上、多数の皆様のご来場をお待ち致し
ております。よろしくお願い致します。 

【日  時】2019 年 10 月 27 日(日)10：00～16：00 

【会  場】城北通商店街 

※タイムテーブルは、配布のチラシをご確認下さい。 

 

 

 



 

 

  

1917 国際ロータリー連合会基金

1928 ロータリー財団（ロータリー傘下の別組織）

1947 初の奨学金制度導入

1965 人道奉仕や職業研修のための補助金など

1978 3Ｈ補助金（保健・飢餓追放・人間性尊重）

2002 ロータリー平和フェロー奨学金

2013 未来の夢計画…地区補助金・グローバル補助金

Ⅰ. 財団のあゆみ
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テーマ

2

Ⅰ. 財団のあゆみ

Ⅱ. 財団プログラム

Ⅲ. シェアシステム

Ⅳ. 財団寄付と地区目標

 

Ⅰ. 財団のあゆみ

1917-18 RI会長 アーチ・クランフ
（ロータリー財団の父）

１９17年アトランタ国際大会

『世界でよいことをしよう』
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Ⅱ. 財団のプログラム

① ポリオ根絶活動

② ロータリー平和センター

③ 補助金プログラム
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Ⅱ. プログラム…ロータリー平和センター

◆ 平和活動に貢献する人材に奨学金を提供

◆ 修士課程プログラム・専門修了証プログラム

◆ ロータリ平和センター（７大学）

◆ 世界競争性（Max.100名／年）

◆ 平和分野で学業・職業・ボランティア経験要
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ロータリー平和フェロー
2002年の制度開始より当地区２人目の平和フェローシップとなられた山口真理子さんが
スウェーデン／ウプサラ大学へとご出発されました

 

Ⅱ. プログラム…補助金

地区補助金 グローバル補助金
災害救援補助金

人道奉仕・奨学金・職業研修

・社会奉仕および国際奉仕

・小規模および短期

・地区が管理し配分

・４０万円以上

・国際奉仕

・$30,000以上

・6重点分野

・持続性

・2019年4月に新設

・被災地区が利用可能

・財団の災害救援基金に

備えがあれば最高25,000

ドルまで申請可能

・申請は地区が行う
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Ⅰ. ポリオ根絶

Ⅱ. ６重点分野の奉仕活動の持続可能性を高めよう

Ⅲ. DDFを最大限利用しよう

Ⅳ. 恒久基金寄付を増やそう財団は自分たちのもの

今年度 財団の目標

 



 

 

 

◎9/25 卓上花 

スプレーマム ········· 高潔 

ドラセナ・コンシンネ ·· 真実さ 

◎ニコニコ箱報告 
・高槻ロータリークラブの充実したすばらしい例会に
メイキャップできたことに嬉しくニコニコします。        

須賀川 RC 大木 和彦様 
・長山さんからはじまり、ここにいらっしゃるたくさ
んの方々とご縁をいただいて参りました。本日はあ
りがとうございました。ハロウィンフェスティバル、
宜しくお願い致します。 高槻東 RC 高木 大介様 

・卓話を聞いていただきありがとうございました。 
藤井君  

・大木様、遠方より例会に参加頂きありがとうござい
ました。                 小阪君 

・大木様、高木様、ようこそお越し下さいました。             
大木君 

 

              本日の合計   ￥  25,000-  
    7/1 よりの累計   ￥ 545,000-  
 

◎R 財団への寄付 
 藤井 敏雄君 ￥ 5,000- 
 伊藤 智秋君 ￥10,000-(感謝状を頂きました。伊藤年

度の皆様のご協力ありがとう

ございました。) 

河合 一人君 ￥10,000- 大木 城司君 ￥ 5,000- 
 

本日の合計  ￥   30,000- 
         7/1 よりの累計  ￥ 656,460-     
        年次基金会員より   ￥  240,000- 
        年次基金ｸﾗﾌﾞより  ￥  33,460-

       ポリオプラス会員より  ￥  383,000- 
           一人当たり平均     ＄126.39  
 
※回覧を回しておりましたポリオプラスへの寄附は、 

9 月 25 日時点で会員 36 名より合計￥34,8000-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 

 
本日の合計  ￥        0- 

          7/1 よりの累計  ￥  225,000-      
                会員より  ￥  105,000-      
               ｸﾗﾌﾞより    ￥ 120,000-      
                  一人当たり平均   ￥  4,592-      
 
◎青少年育成基金への寄付 

 
本日の合計  ￥        0-      

7/1 よりの累計  ￥   90,000- 

 

 

 

 

 

 

 


