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第 3189 回

◎会長の時間

本日（11/20）の例会
移動例会

◎
◎

ソング・・・日も風も星も
例会後の行事
職業奉仕会社見学 13：30～15：00
（於：滋賀大学彦根キャンパス）
紅葉見学 15：30～16：30
（於：湖東三山・西明寺）
秋の親睦会 17：30～19：00
（於：びわ湖大津プリンスホテル）
第 3190 回

◎
◎
◎

次週（11/27）の例会

ソング・・・それでこそロータリー
二人三脚例会
外部卓話
高槻市長 濱田 剛史様
「 みらい創生の街づくり 」
先週（11/13）の例会から

◎ゲスト・ビジター
米山奨学生

計 1 名

グエン・ティ・トゥイ・ユン様

◎出席報告
会員数

出席者数

51 名

37 名

出席率
80.43 ％

前々回例会補正後出席率
95.45 ％
但し、 Mup 5 名
欠席者 2 名
出席規定適用免除有資格者 7 名

１０日の日曜日にインターアクト年次大会が四天
王寺高校、中学校で開催され参加しました。２６６０
地区内のインターアクトクラブ１０校とロータリア
ンが集まり、活動報告と講演会がありました。講演会
では全盲の原口淳氏より、「障害を価値にかえる～バ
リアバリューから未来を創る」というテーマでお話し
がありました。バリアフリーという言葉は誰も解りま
すが、バリアバリューと言う言葉は私にも初めてで
す。要はハードの設備や環境の充実だけにとどまら
ず、声かけやサポートといったハート、思いやりの更
なる充実が必要な今、バリア（障害や弱み）をバリュ
ー（個々の価値）に変える思考を身につけ、自分とは
違う誰かの視点や立場に立ち、「でも」より「だから
こそ」を見つけて、出来ることに取り組んでいかなけ
ればならないということです。
話は変わりますが、会員増強についてもう一度説明
させて頂きます。高槻ＲＣの過去十年の会員数は横ば
いで５０人前後です。１０年間で５５人の入会者にた
いし５６人の退会者です。これはＩＲ会長、マローニ
ー氏が言っておられる「穴の開いたバケツ」の状態で
す。この状態から脱却するには退会者の防止と、新入
会員を増やすことです。それには高槻ＲＣを会員にと
って魅力あるクラブにすることが重要だと思います。
さて新入会員を増やすために、今月２７日の濱田市
長の外部卓話の例会に二人三脚を予定しております。
この時に入会候補者に例会体験をして頂き、会員増強
につなげたいと思っています。会員の皆様にお願いで
すが、入会が見込めそうな方へお誘いを頂きたくお願
いいたします。
私ごとですがロータリーに入会したきっかけは、親
戚の方に誘われたからです。親睦と奉仕を期待して自
主的に入会したわけではありません。ただ父も兄もロ
ータリアンで有ったので何の抵抗もなく入会し、すで
に１０年経ちました。職業や年齢が違う会員の方々と

ロータリーは世界をつなぐ
マーク・ダニエル・マローニー RI 会長

の親睦や奉仕活動を楽しんで行っております。このよう
なことは現役時代には経験できなかったことでロータリ
ーに入って初めて判ったことです。
皆さんぜひ友人、知人の方にロータリーライフの良さ
を伝えていただき、入会に結びつけてください。しかし
私自身の７月以降の勧誘活動の経験からも、すんなり入
会して頂ける方はなかなかおられません。しかし気長に、
かつ積極的に勧誘活動をすれば必ず増えると信じており
ます。しつこいようですが、２７日の二人三脚例会へ参
加のお声掛けをお願いいたします。

◎幹事報告
・2019 年 12 月 13 日(金)14 日(土)に開催される地区大会
の名札とご案内を会員の皆様に配布しております。名札
はご出席の際必ずご持参いただきますようお願い致し
ます。新入会員の江澤様・齋藤様は事前配布の名札はご
ざいませんので、ご出席の際は当日受付にて作成してい
ただきます様宜しくお願い致します。
・年次総会開催のご案内を会員の皆様に配布しておりま
す。12 月 4 日(水)の例会にて開催致しますので、皆様
ご出席頂きますようお願い致します。
・八尾東 RC より「事務局移転のお知らせ」が届いておりま
す。詳しくは事務局へご確認下さい。

〇クラブ組織委員会
長山 正剛
・11 月 27 日(水)二人三脚例会のご案内を配布致しまし
た。残念なことに今現在ご紹介者は 1 名もいらっしゃ
いませんので、お願いばかりで大変恐縮ですが、ロー
タリークラブの為に皆様ご協力を願い致します。二人
三脚例会に来るだけであれば意味がないとか、入会し
なければ意味がないというご意見がある事も良く分
かっておりますが、中には入会を真剣に悩んでおられ
る会員候補者の方もいらっしゃいますので、そういう
方に二人三脚例会で例会を体験していただき入会を
決めるきっかけになればと思っております。また会員
の皆様が会員増強について考える良いタイミングと
なり、研修の場となればいいなと考えております。11
月なので今年度中に入会していただくにあたり今回
の二人三脚例会が大きな山場であると思っておりま
すので、何卒ご協力をお願い致します。
飯田 哲久
・入会候補者の方が二人三脚例会にお見えになられまし
たら、皆様温かく笑顔で親しみを込めてお迎えしてい
ただけたらと思います。宜しくお願い致します。

◎卓話
「

二輪車の普及活動

」
稲富

◎委員会報告
〇クラブ運営委員会
内本
繁
・情報集会と髙木会員・江澤会員・齋藤会員の新入会員
歓迎会を開催致します。情報集会はクラブ研修の主
催、新入会員歓迎会はクラブ運営主催となります。回
覧を回しますので、皆様ご出席宜しくお願い致しま
す。
【日 時】2019 年 12 月 4 日(水)18：00～
【場 所】あか馬（城北通り商店街）
高槻市城北町 1 丁目 2-4
TEL：072-671-5056
【会 費】5,000 円
・11 月の理事会の議事録に記載がございますが、11 月
20 日(水)移動例会について、11 月 8 日(金)まではキ
ャンセル料無しでキャンセルをお受けできますが、そ
れ以降にキャンセルされた場合はキャンセル料が発
生致しますので、お支払い頂いている会費からキャン
セル料を差し引いた金額をご返金させていただきま
す。ご了承頂きますようお願い致します。又、今後に
つきましてもキャンセル料が発生する場合は、キャン
セルされた会員様より所定のキャンセル料を頂戴致
しますので宜しくお願い致します。

◎11/13 卓上花
カスミソウ ········· 清い心
ストック ··········· 豊かな愛

博文

◎

卓話
「

働き方改革と
同一労働・同一賃金について
白石

」
純一

◎ニコニコ箱報告
・誕生記念内祝

浜田君（しばらくぶりの例会です。）
齋藤君（本日 51 才になりました。
これからも毎日ファイトで
がんばります。
）

・結婚記念内祝

浜田君

・創業記念内祝

藤松君

・
「マルチプル・ポール・ハリス・フェロー」を頂いて。
本多君
・卓話
稲富君
・先日のインターアクト年次総会に多数ご参加下さり
有難うご座居ました。
松下君
・卓話を聞いていただきありがとうございました。
白石君
本日の合計
7/1 よりの累計
◎R 財団への寄付
河合 一人君 ￥10,000- 白石
本日の合計
7/1 よりの累計
年次基金会員より
年次基金ｸﾗﾌﾞより
ポリオプラス会員より
一人当たり平均

￥
￥

40,000984,000-

純一君 ￥ 5,000￥
15,000￥ 931,460￥ 455,000￥
33,460￥ 443,000＄169.11

※入谷会員より恒久基金（ベネファクター）へ 108,00
0 円（1,000 ドル）の寄附をいただいております。
◎米山奨学会への寄付
本日の合計
7/1 よりの累計
会員より
ｸﾗﾌﾞより
一人当たり平均

￥
0￥ 330,000￥ 210,000￥ 120,000￥
6,471-

◎青少年育成基金への寄付
藤田 貴子君 ￥ 5,000- (インターアクトの年次大会
に出席させて頂きました。とても勉強になりました。あ
りがとうございました。)

本日の合計

￥

5,000-

7/1 よりの累計

￥

145,000-

