
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◎出席報告 

 

◎ 国歌・・・・君が代 
◎ ソング・・・奉仕の理想 
◎ 誕生、結婚、入会記念月御祝 
◎ 創業記念月御祝 
◎ 卓話  髙木 正一君 

「 私の履歴書 」 

   卓話  松尾  浩君 

     「 ガバナー補佐を終えて思った事 」 

◎ 例会後の行事 

     11 月度定例理事会 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3187 回 本日（11/6）の例会 

 

 
◎ 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  稲富 博文君 

「 二輪車の普及活動 」 

   卓話  白石 純一君 

「 働き方改革と 
同一労働・同一賃金について 」 

◎ 例会後の行事 
     長期戦略委員会 
     指名委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3188 回 次週（11/13）の例会 

No.16  2019 年 11 月 6 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 

51 名 35 名 84.09 ％ 

前々回例会補正後出席率  93.48 ％ 

但し、 Mup 3 名   欠席者 3 名 

出席規定適用免除有資格者 3 名 

 

 

 

 

 

 

 

先週（10/23）の例会から 

◎ゲスト・ビジター            計 3 名 
 
国際ロータリー第 2660 地区 20119-20 年度 

ガバナー    四宮 孝郎様（大阪西南 RC） 
 

国際ロータリー第 2660 地区 20119-20 年度 
地区副代表幹事 上田 勝嗣様（大阪西南 RC） 

 
米山奨学生 グエン・ティ・トゥイ・ユン様 

 

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 

 

 

WEEKLY BULLETIN 

２０１９～２０２０ 

  

高槻ロータリークラブ 

 

ロータリー財団月間  

 

※11/20(水) 例会（第 3189 回）は、移動例会。 

（職業奉仕会社見学・秋の親睦会） 

【行先】滋賀県彦根 【バス】11：00 松坂屋横発 

 
 

◎10/23 卓上花 

ガーベラ  ········· 究極の美 

マトリカリア ······ 集う喜び 

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


 

         

 

         

  

◎会長の時間 

 

本日はガバナー公式訪問日で四宮ガバナーから卓話を
して頂くことになっております。例会に先立ち、先ほど
ガバナーと小阪幹事、山口副会長、井前会長エレクト同
席で懇談させて頂きました。ガバナーからロータリーの
基本理念等についてレクチャーを受けました。 
クラブがビジョンを持つことやクラブは親睦が基本で

お互いが顔を合わせること、つまり例会への出席が大事
である。例会への出席が無理であれば、クラブの行事や
奉仕活動への参加や他クラブでメークアップすれば良
い。奉仕は親睦に追従するものであること、またロータ
リーの良さは会員すべてが平等であること等について説
明を受けました。またクラブは歴史の中で受け継ぐべき
ことと、変えなければならないことを区別すべきとの指
摘も頂きました。今後もガバナーのご指導、ご教授をお
願いしたく思います。 
今日は江澤さん、齋藤さんお二人の入会式を予定して

おります。ガバナーの公式訪問日に入会式を執り行うこ
と大変嬉しく思っております。ご入会おめでとうござい
ます。これからのロータリーライフを楽しんでいただく
と共に、クラブでのご活躍を期待しております。 
ところで先週は例会後、職業奉仕委員会の職場見学と

してＪＴ生命志研究館を訪問いたしました。私も地元に
住みながら初めての見学で、あらためて生物の生命を学
ぶ良い機会でした。案内して頂いた方と本多会員が、「ミ
トコンドリア」で話が盛り上がっていたことが印象に残 

 

 

っております。施設も展示も立派であり、また一般の見
学者をいつでも受け付けているとのことですから、高槻
を訪れる方の観光、見学コースにもっとＰＲして頂きた
いと思います。 
先週の木曜日は高槻西ロータリーのオープン例会が

あり、当クラブから私と伊藤前会長、石田前幹事の三人
が参加しました。参加者はロータリアンだけでなく、こ
の会場は満員で食事も無料で出されました。阪急百貨店
の役員の方の卓話があり、阪急百貨店の経営方針や営業
戦略等について聞くことができました。阪急高槻として
は地元密着を第一に考え運営されていかれるとのこと、
またこの多目的ホールも維持していくとのことです。３
ＲＣもこれで例会場を確保でき一安心です。 
 
 
◎幹事報告 

・「令和元年台風 15 号千葉県災害」義捐金 38,500 円を

10 月 18 日振込致しました。皆様ご協力ありがとうご

ざいました。 

・門真 RC より「創立 50 周年記念誌」が届いております。
後方テーブルに置いておりますので、皆様ご覧下さ
い。 

・茨木 RC より「例会変更のお知らせ」が届いておりま 
す。詳しくは事務局へご確認下さい。 

・高槻現代劇場より、高槻現代劇場にて開催されるイベ
ントのチラシが届いております。後方テーブルに置い
ておりますので、ご自由にお持ち帰りください。 

 
 
◎委員会報告 

〇青少年奉仕委員会           松下 浩章 

・10 月 20 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 6 名、高槻中学高等学校からは 53 名にご参
加いただきました。当日は秋らしく涼しい日で、歩く
のがとても気持ち良く、沢山のゴミを拾いました。ご
参加頂きました皆様ありがとうございました。 

 
 

 

11 月度 記念月御祝 

 

◎ 誕生記念   

 岩井 祐造君    川面 智義君 

 西本恵美子君    浜田 厚男君 

 小山 彰夫君    齋藤 良輔君 

 

◎ 結婚記念 

 髙木 正一・清美御夫妻 36 周年 

 田渕 謙二・一重御夫妻   33 周年 

 浜田 厚男・寿絵御夫妻   31 周年 

 

 ◎入会記念 

   光本 智輝君 3 周年 

 

11 月度 創業記念月御祝 

 
藤松 功治君 マス星自動車㈱ 

       S.38.11 56 周年 

江澤  由君 ㈱装英 

       S.43.11.18     51 周年 

井前 憲司君 井前工業㈱ 

       S.45.11 49 周年 

飯島 勝己君 三井住友信託銀行㈱ 

       S.47.11.20 47 周年 

片山美智子君 環境機器㈱  

       S.48.11.1 46 周年 

伊藤 智秋君 ㈱エス・ジー 

       H.3.11.7 28 周年 

松尾  浩君 ㈱セラフィー 

        H.4.11.30 27 周年 

 

氏  名 江澤 由 

生年月日  S47 年 12 月 17 日 

勤 務 先  ㈱装英 

 

職業分類   建設業（リフォーム） 

推 薦 者   飯田哲久 長山正剛 

趣  味   まちおこし 

好きな言葉又は生活信条  

       継続は力なり 

 

新入会員のご紹介 

氏  名 齋藤 良輔 

生年月日  S43 年 11 月 13 日 

勤 務 先  ㈲関西テックシート 

 

職業分類   建設業（建材） 

推 薦 者   飯田哲久 長山正剛 

趣  味   釣り・車 

好きな言葉又は生活信条  

       継続は力なり 

 

新入会員のご紹介 

 

 



 

 

  

マーク・ダニエル・マローニーRI 会長テーマ 
“ROTARY CONNECTS THE WORLD” 

～ロータリーは世界をつなぐ～ 
 
 
 マローニー会長はこのテーマを決めるにあたり、次の
ような思いを語っておられます。 
 
『ロータリーを通じて、私たちはつながります。 
 
ロータリーで私たちは、お互いの違いを超え、深く、意
義あるかたちでお互いにつながることができます。ロー
タリーがなければ出会うことがなかった人びと、職業上
の機会、私たちの支援を必要とする人たちとのつながり
をもたらしてくれます。 
 
私たちは互いに、また地域社会とつながり、同じクラブ
の会員だけでなく、私たち全員が属する世界的コミュニ
ケーションの人たちとつながっています。 
 
ロータリーでの体験の中核にあるのが、このつながりで
す。それがあるから、私たちはロータリーに入会し、ロ
ータリーにとどまるのです。ロータリーを成長させる方
法も、つながりあります。そして、これが 2019-2020年
度のテーマです。 
 
比類なき基盤を有するロータリーを通じて私たちは、人
類の素晴らしい多様性とつながり、共通の目的を追求し
ながら末永く深い絆をつくり出します。』 
 
 
この身近な言葉で語られている RI 会長テーマに基づ

き、2019～20 年度第 2660地区年次目標を 6 項目掲げま
した。 
 
1. クラブビジョンの策定 
  近年、国際ロータリーでは、柔軟性と多様性が強調
されており、大きな潮流の変化は加速度的に進んでい
ます。その為私たちの地区、及びクラブの地域特性、
歴史、規模に合った独自のビジョンを策定する必要が
あります。 

  まずクラブ内の分析をしなければなりません。 
⚫ 年齢分布表 （10 年前・5 年前・現在） 
⚫ 平均年齢 （10 年前・5 年前・現在） 
⚫ 過去 10 年間の入退会者数 

  
 

この分析結果をもとにクラブ内で話し合う機会を作
り、会員相互で問題意識を共有しましょう。そして
「変えてはならないロータリー」「変えなければなら
ないロータリー」を各クラブにて明確にしましょう。 
 

2. 会員基盤の強化を計る 
  職業分類制度を今一度見直し、男女の構成比、及
び年齢別分類の分析をもとに、多様な会員の入会を
促進する必要があります。一方で会員が退会する原
因を把握し、その改善に努めなければなりません。 

 
3. ポリオ撲滅への協力 
  ポリオ撲滅はロータリーの最優先事項であり、世
界中で撲滅されるまで、この活動を続けなければな
りません。 

 
4. ロータリー財団への寄付増進 

⚫ 年次基金   1 人あたり 150 ドル 
⚫ ポリオ基金  1 人あたり 50 ドル 
⚫ 恒久基金   ベネファクター  

各クラブ 1 人以上 
 
5. 米山記念奨学会への寄付増進 

⚫ 1 人あたり 3 万円 
 
6. 公共イメージの向上を計る 
  IM ロータリーデーやクラブ事業等を利用して、会
員以外にロータリーに触れて頂く機会を設けること
を強く推奨致します。 

⚫ My Rotary 登録率   60％以上 
⚫ クラブセントラル活用率   75％以上 

 
～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・ 

  
クラブへの強調事項 
① 効果の持続性が期待される有意義な奉仕事業   
（活動の絞込み） 
近年、残念ながら会員数が減少しているクラブにお

いては、各奉仕部門の委員会を兼務されている委員長
もおられます。その状況でも充実した奉仕活動を実践
されていることは素晴らしいことですが、ともすれば
単に過去の活動の踏襲に陥り、検証すれば実際のニー
ズと離れたものになるケースがあるかもしれません。 
今年度は、再度検証され、奉仕活動を絞り込み、よ

り一層有意義な活動をされることも選択肢の一つとし
て推奨致します。 

 
② ロータリーファミリーの絆を深める 
ロータリーファミリーとは、青少年奉仕部門（イン

ターアクト・ローターアクト・青少年交換・RYLA）や
米山奨学生、財団奨学生等ロータリープログラムのメ
ンバー、並びに卒業・経験者であるロータリー学友の
人達を表します。  
このロータリーファミリーの絆を深めることが、こ

れからのロータリーを支える礎となります。様々な機
会を捉えて会員の方にファミリーの活動を知って頂き
ましょう。 
 
③ ロータリー賞の獲得を目指す 
ロータリー賞の獲得は決して困難なものではありま

せん。目標を立て、是非各クラブが獲得されるように
目指して下さい。 

 

～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・ 
 

 

◎ガバナー公式訪問 
 

国際ロータリー第 2660 地区 2019-2020 年度 

            ガバナー  四宮 孝郎様 

 

 



 
・四宮ガバナー、ようこそお越しくださいました。マ
ルチプル・ポール・ハリス・フェローをいただいて。 

内本君 
 

              本日の合計   ￥  88,000-  
    7/1 よりの累計   ￥ 763,000-  
 

◎R 財団への寄付 
藤田 貴子君 ￥ 5,000-（ポール・ハリス表彰ありがと

うございます。） 
入谷 治夫君 ￥ 5,000- 石田 佳弘君 ￥ 5,000- 
河合 一人君 ￥10,000- 松下 浩章君 ￥ 5,000- 
大木 城司君 ￥ 5,000- 内本  繁君 ￥ 5,000- 

 
本日の合計  ￥   40,000- 

         7/1 よりの累計  ￥ 836,460-     
        年次基金会員より   ￥  360,000- 
        年次基金ｸﾗﾌﾞより  ￥  33,460-

       ポリオプラス会員より  ￥  443,000- 
           一人当たり平均     ＄151.86 
 
※回覧を回しておりましたポリオプラスへの寄附は、 

10月 23日会員 1 名より合計￥10,000-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 
 川畑 孝彦君 ￥ 5,000-  

長山 正剛君 ￥ 5,000-（ユンさんいらっしゃいませ） 
内本  繁君 ￥ 5,000- 

 
本日の合計  ￥   15,000- 

          7/1 よりの累計  ￥  295,000-      
                会員より  ￥  175,000-      
               ｸﾗﾌﾞより    ￥ 120,000-      
                  一人当たり平均   ￥  5,784-      
 
◎青少年育成基金への寄付 
 早川 博之君 ￥ 5,000- 井前 憲司君 ￥ 5,000- 
 内本  繁君 ￥ 5,000- 

 
本日の合計  ￥   15,000-      

7/1 よりの累計  ￥  130,000- 

 

 

 

 

 

 

 

私は、次年度地区スローガンを設定するにあたり、2
つのことを思い描きました。 

 
① 常に相手の目線に立ったロータリーの奉仕活動を 

私たちは奉仕活動をする際、常に相手の方に寄
り添い、同じ目線に立って計画し、実施して参り
ましょう。これにより真のニーズが把握でき、よ
り実りの多い活動となることでしょう。そして感
動と共に奉仕の喜びを分かち合いましょう。 

 
② 新会員と共に 

入会 3 年未満の会員の退会理由には、様々なも
のがあると思いますが、真の理由は「寂しさ」に
あると思います。新しい仲間に寄り添い、新たな
友人が出来た喜びを分かち合いましょう。それが
ロータリーの発展にもつながります。 

 
 

そこで地区スローガン 
“Stand By You”～あなたと共に～ 

を掲げました。 
 

これからの 1 年間クラブの皆様と共に考え、悩み、
歩み、そして楽しんでまいりたいと思っております。 
どうぞ宜しくお願い申し上げます。 

 
 
 
◎ニコニコ箱報告 
・本日入会させて頂きました。今後ともご指導の程よ
ろしくお願い致します。         江澤君 

・四宮ガバナーをお迎えして。       藤井君 
・クリーンハイク参加させて頂きありがとうございま
す。                  藤田君 

・先週職場見学会で JT 生命誌研究館にお越し頂き有難
うございました。            早川君 

・入会おめでとうございます。       飯田君 
・四宮ガバナー、上田副代表幹事さん、ようこそお越
し下さいました。            井前君 

・四宮ガバナー、上田副代表幹事、高槻 RC への公式訪
問ありがとうございました。       入谷君 

・四宮ガバナー、地区副代表幹事 上田様、ようこそお
越し下さいました。江澤様、齋藤様、ご入会おめで
とうございます。            石田君 

・国際ロータリー第 2660 地区四宮ガバナー、ようこそ
お越し下さいました。江澤さん、齋藤さん、入会お
めでとうございます。          伊藤君 

・入会者、齋藤・江澤両名のオリエンテーションをさ
せていただいて。            川畑君 

・四宮ガバナー、上田副代表幹事、ありがとうござい
ました。江澤さん、齋藤さん、今後ともよろしくお
願い致します。             小阪君 

・四宮ガバナー、本日は公式訪問ありがとうございま
した。                 松尾君 

・先日のクリーンハイクご参加下さりありがとうご座
居ました。齋藤さん、江澤さん、ようこそロータリ
ーへ。                 松下君 

・齋藤様、江澤様、高槻ロータリーへようこそ。 
長山君 

・齋藤様、江澤先輩、高槻ロータリーへようこそ。 
大木君 

・新会員でございます。今後共よろしくお願い致しま
す。                  齋藤君 

 

 

 


