
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◎出席報告 

 
◎ ソング・・・四つのテスト 
◎ 卓話  岩井 祐造君 
   「 私の職業奉仕 」 
  卓話  光本 智輝君 
   「 粉塵の健康への影響と環境対策 」 
◎ 例会後の行事 

  第 1 回被選理事会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3192 回 本日（12/11）の例会 

 

 
◎ ソング・・・我等の生業 
◎ 外部卓話   
    株式会社片岡製作所  

代表取締役社長 片岡 宏二様 
   「 ロータリーと仕事  」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3193 回 次週（12/18）の例会 

No.21  2019 年 12 月 11 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 44 名 89.58 ％ 

前々回例会補正後出席率 76.19 ％ 

但し、 Mup 6 名   欠席者 10 名 

出席規定適用免除有資格者 9 名 

 

 

 

 

先週（12/4）の例会から 

◎ゲスト・ビジター            計 1 名 
 
国際ロータリー第 2660 地区 
ガバナーノミニーデジグネート 
宮里 唯子様  茨木西 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 

 

12月は疾病予防と治療月間  

 

◎会長の時間 

 

今月は「疾病予防と治療月間」です。ご存知のよう
にロータリーはポリオ撲滅に取り組んでおり、ゼロま
でもう少しです。また世界各地においても、それぞれ
のロータリークラブが病気の予防や治療のための奉仕
事業を行っています。発展途上国では飲み水が一番問
題です。井戸を掘って飲料に適した水を飲めるように
することも、疾病予防には必要な事です。日本では高
度な医療技術と定期健診により平均寿命も延び、100

歳時代と言われるようになりました。しかし死因の一
番は癌です。先日テレビを見ていて、一滴の血液でが
んの発症を発見できる技術が紹介されていました。こ
れが可能なら癌の早期発見がさらに進み、寿命が延び
るでしょう。しかし未だ治療不可能な病気もまだあり
ます。認知症もそうですが、根本的に治す薬はまだ無
いようです。製薬メーカーの新薬開発力に期待いたし
ます。 

先週の二人三脚例会では多くの方に参加して頂きま
した。参加を勧誘して頂いた会員の皆様に感謝いたし
ます。入会に繋がるようフォローアップをお願いいた
します。もうひと押しの場合は、私自身も出向きます
のでお知らせください。 

 

 
Ｒ財団表彰 

 

入谷 治夫君 

ベネファクター 

※12/25 →12/ 22（日）忘年家族例会 

例会場変更（於：山水館） 

           17：30～ 例会 

           17：45～20：00 忘年家族例会 

 

※2020/ 1/ 1(水)は、定款による休会 

 

※2020/ 1/ 8(水)は、3RC 新年合同例会（ホスト） 

            例会場変更（於：山水館） 

12：30～13：30 

 

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


  ところで先週の土曜日、茨木ロータリークラブの創立
60 周年記念式典、祝賀会に私と井前会長エレクトで出席
いたしました。海外の姉妹クラブの参加者を含め 160 名
位の盛大な式典でした。ご存知かと思いますが高槻ロー
タリークラブはスポンサークラブです。そのため祝賀会
で当クラブへの花束贈呈式があり、檀上で長谷川会長よ
り受取り高槻ロータリークラブを代表しお祝いの言葉を
申し上げました。このことは会場で知らされ少し戸惑い
ました。改めて当クラブの歴史と伝統を感じると共に、
とりわけＩＭ２組でのリーダー的クラブで有ることを再
認識いたしました。ちなみに当クラブがスポンサーにな
って設立されたクラブはほかに、枚方ロータリークラブ、
守口ロータリークラブ、高槻東ロータリークラブです。 

 

 

◎幹事報告 
・ガバナー事務局より訃報が届いております。国際ロー
タリー第2660地区2006-07年度ガバナー岩田 宙造会
員（大阪南 RC 所属）が 11 月 21 日にご逝去されました。
（享年 84 歳）尚、ご葬儀は家族葬にて執り行われ、後日
「お別れの会」が 2020年 3月下旬に予定されております。
日程等詳細は決まり次第改めてご連絡が入ります。※ご
弔電はお受けされますが、供花、お香典はご辞退されて
おります。ここに、ロータリーへのご貢献とご遺徳を偲び、
謹んでお悔やみ申し上げます。 

・12 月ロータリーレート 1 ドル：108 円 

・ 高槻東 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、皆様ご覧下さい。 

 
 
◎ガバナーノミニーデジグネート就任のご挨拶 
 

国際ロータリー第 2660 地区  

    ガバナーノミニーデジグネート 宮里 唯子様 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◎ 定例年次総会    2019～2020年度年次総会 
 
議案 1  次々年度会長選出の件 
議案 2  次年度理事・役員選出の件 
議案 3  2018-2019年度財務報告 
議案 4  2019-2020年度中間財務報告 
 
幹   事 

高槻ロータリークラブ細則第 3条１節及び第 5条 1節
により、年次総会は毎年 12 月第 1 例会に開催し、次々
年度の会長及び次年度の理事及び役員の候補者を指
名委員会の指名に基づいて選挙を行うと定められてい
ます。クラブ細則第 5 条 3 節により、定足数は会員総数
の 3 分の 1 と定められており、本日の出席者は 44 名で
すので総会が成立していることを確認致します。 
それでは只今より 2019～2020 年度総会を開催致しま

す。クラブ細則第 4条 1節の定めにより議長は入谷会長
ですのでよろしくお願い致します。 

 
会   長   

クラブ細則によりまして私が議長を務めさせて頂きま
す。議案 1 の「次々年度会長選出の件」ですが、指名委
員会委員長の伊藤会員から報告して頂きます。 

 
伊藤委員長   

クラブ細則第３条第１節の規定に基づき、去る 11月 
13 日に入谷会長、井前エレクト、遡る 3 代の元会長であ
る藤井会員、浜田会員と私（伊藤）の５名の指名委員に
よる指名委員会を開催致しました。審議の結果、次々年
度（2021-2022 年度）の会長候補者として、白石純一会
員を全会一致で指名し、白石会員からも快諾を頂きまし
たので、皆様にお諮り致します。 
併せて後ほど井前エレクトから発表がございますが、

次年度の役員、理事の候補者についても指名されまし
たので、ご承認いただきますようお願い致します。 

 
会   長   

只今の伊藤指名委員長の説明のとおり、白石純一会員
が次々年度会長の候補者として指名されました。皆様ご
審議宜しくお願い致します。異議なければ拍手をもって
ご承認お願い致します。 
拍手多数により承認頂きました。よって、白石純一会

員が次々年度の会長に当選されました。ありがとうござ
いました。 
次に、議案 2 の「次年度理事・役員選出の件」です

が、候補者を井前会長エレクトよりお願い致します。 
 
会長エレクト   

次年度理事、役員の選出について報告致します。11
月 13 日開催の指名委員会で、理事・役員候補として指
名された方は次の通りです。 
副会長：白石純一、会長エレクト：白石純一、幹事:内

本繁、会計:大木城司、理事：長山正剛（クラブ運営）、
同：飯田哲久（クラブ組織）、同：藤井敏雄（クラブ研修）、
同：河合一人（職業奉仕）、同：石田佳弘（社会奉仕）、
同：馬渕晴彦（国際奉仕）、同：長井正樹（青少年奉
仕）、同：入谷治夫（直前会長）、同：川畑孝彦（無任所）
の皆さんです。いずれもご承認くださるようお願い致しま
す。 

 
会   長   

皆様ご異議ございませんでしょうか。異議なければ拍
手をもってご承認お願い致します。拍手多数により承認
頂きました。ありがとうございました。  
次に議案 3の 2018～2019年度財務報告を 2018～

2019年度会計担当の長山会員お願い致します。 
 

 

◎委員会報告 

〇クラブ研修委員会          馬渕 晴彦 
・今月は「疾病予防と治療月間」です。ロータリーの友

12 月号の推奨記事として、横書きの記事から、P.7「疾
病予防と治療月間」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。 

 

〇クラブ運営委員会           内本  繁 

・3RC 新年合同例会が開催されます。今回は当クラブがホ
ストを務めさせていただきます。回覧を回しますので出
欠をお知らせください。宜しくお願い致します。 

【日 時】2020 年 1 月 8 日(水)12：30～13：30 
【場 所】山水館 
【会 費】無料 
【送迎バス】京都銀行高槻支店前 11：50 発 

※お車でお越しの方は、山水館の屋上駐車場を
ご利用下さい。 

 

 



 

 

  

長山会員  
2018～2019年度財務報告。 

 
会   長  

皆様ご異議ございませんでしょうか。異議なければ拍
手をもってご承認お願い致します。拍手多数により承
認頂きました。ありがとうございました。 
次に議案 4 の 2019～2020 年度中間財務報告を

2019～2020 年度会計担当の西本会員お願い致しま
す。 

 
西本会員  

 2019～2020年度中間(7月～10月)財務報告。 
 
会   長   

皆様ご異議ございませんでしょうか。異議なければ
拍手をもってご承認お願い致します。拍手多数により
承認頂きました。ありがとうございました。 
本日上程する議案は以上でございます。皆様ご協

力ありがとうございました。 
それでは、最後に会長ノミニーに決まりました白石会

員よりご挨拶を頂きます。 
 
会長ノミニー  
     この度指名委員会により会長ノミニーに選ばれまし

た白石純一でございます。歴史と伝統ある高槻ロータリ
ークラブの会長の大役を仰せつかり非常に責任を感じ
ております。当クラブには会員歴の長い方や素晴らし
方々いらっしゃる中で会員歴の浅く未熟な私が選出さ
れ申し訳ございません。ロータリークラブでは依頼され
たことは断ることはできないと聞いていますので選出さ
れた以上は先輩方並びに皆様方のご指導を仰ぎ取組
みたいと思いますのでよろしくお願い致します。 

 
幹   事   

ありがとうございます。これで本日の議案は全て終了
致しました。これで 2019～2020 年度年次総会議事を
終了致します。 

 

 
 
 

◎卓話 
 

「 米山奨学金について 」 
清水 利男 
 

1） ロータリー米山記念奨学事業とは 
全国のロータリアンからの寄付金を財源として、日

本で学ぶ私費外国人留学生に奨学金を支給し支援す
る、国際奨学事業です。将来日本と世界とを結ぶ「懸
け橋」となって、国際社会で活躍し、ロータリー運動
の良き理解者となる人材を育成することです。将来母
国と日本との懸け橋となって国際社会で活躍する留学
生を支援することを目的としています。 
 
2） その歴史について 
 この事業は、日本のロータリーの創始者である米山
梅吉氏の生前の功績を讃え、後世まで残るような有益
な事業を行いたいと、1952 年（今から 67 年前）東京
ロータリークラブが、「米山基金」として発足しました。
具体的には、海外から優秀な学生を招き勉学を支援す
る奨学金制度事業です。 
 
3） 全国規模に成長 
  やがて日本全国のロータリークラブの共同事業と
して発展し、1967 年文部科学省を主務官庁とする「公
益財団法人ロータリー米山記念奨学会」として設立さ
れました。 
 
4） 米山記念奨学会の特色 
 
 （イ）一番の特徴はその規模です。年間 800 人近く

採用していて、ロータリー財団親善奨学生の年間
採用数と同じくらいです。事業規模、採用数とも、
日本国内では民間最大です。今まで採用した奨学
生は 21,000 人、出身国は世界 127 カ国 

 
 （ロ）世話クラブ・カウンセラー制度 
   米山奨学金には、奨学金による経済的な支援だ

けでなく、ロータリークラブ独自の世話クラブと
カウンセラー制度による心の通った支援がありま
す。 

   世話クラブとは、日本に 2,300 のロータークラ
ブがあり、そのうちの 1 つのクラブが 1 人の奨学
生の｢世話クラブ」となります。米山奨学生は世話
クラブの例会に、月に 1 度出席しロータリー会員
と積極的に交流して、国際交流、相互理解を深め
るとともに、奉仕の心を学びます 

世話クラブでは、米山奨学生は月 1 回例会へ出
席、奨学金の受け渡し、スピーチ、その他奉仕活
動、親睦活動への参加などカウンセラーとは、奨
学生 1 人に対して、世話クラブの中で 1 人がカウ
ンセラーとなり、個人的ケアにあたるアドバイザ
ーです。 
 

 （ハ）指定校・学校推薦制度 
   この制度は、各ロータリー地区（2660 地区）の

選考委員会が、大学（学校）を指定して、各指定
校から候補者を推薦してもらい、その学生を地区
選考委員会による選考の 2 段階の選考を受けるこ
とになります。 

 
 （二）米山記念奨学金の種類 

   学部課程、修士、博士課程等によって違います。 

 

◎12/4 卓上花 

グレビレア 

…あなたを待っています 



 

  

5） 奨学会に対する寄付金（別表参照） 
 
 （1）普通寄付金 
   日本の全ロータリアンからクラブを通して定期 

的に寄付する。 
  1 人あたり 5,000 円（クラブ会費より支出） 
 
 （2）特別寄付金 
     個人として米山奨学金として寄付されたもの 

で、個人以外に法人も可。 
 
 （3）全国平均の寄付金は、4，831 円、特別寄付金 

11,000 円 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

◎例会後の行事 
〇情報集会開催（於：あか馬） 

18：00～18：30 
参加人数 25 名 

 
〇新入会員歓迎会 

18：30～21：00 
参加人数 25 名 

 

 



 ◎ニコニコ箱報告 
・皆出席内祝    山口君 
・誕生記念内祝   伊藤君、藤松君 

・結婚記念内祝   川面君、小阪君、 
齋藤君（結婚 33 年迎えました。御 

祝ありがとうござます。） 

           藤松君 
・入会記念内祝   川畑君 
・創業記念内祝   羽根田君、橋本君、倉本君、 

並木君(創業記念ありがとうござい 

ます。) 

          西田君、篠原君、山室君 

・今後共ご指導賜りますようお願い申し上げます。                  
宮里 唯子様 

・大阪歯科大学卒業生として、来年には同窓会も 100
周年を迎えます。卒業できたことをうれしく思いま
す。                  藤田君 

・宮里さん、ようこそお越しいただきました。今後と
も宜しくお願い致します。        井前君           

・ベネファクターの表彰をしていただきありがとうご
ざいます。宮里様、高槻 RC にお越しいただきありが
とうございます。            入谷君 

・国際ロータリー第 2660 地区宮里ガバナーノミニーデ
ジグネート、ようこそお越し下さいました。伊藤君 

・宮里様、ようこそ高槻ロータリークラブへお越し下
さいました。               片山君 

・宮里さん、ガバナーノミニーデジグネート決定おめ
でとうございます。次年度理事役員の皆様よろしく
お願いいたします。            小阪君 

・宮里ガバナーノミニーデジグネートの御就任おめで
とうございます。今後とも色々と大変なことがあり
ますが、御支援させて頂きます。     松尾君 

・宮里様、本日はお越し頂きありがとうございます。 
                     大木君 

 

              本日の合計   ￥ 123,000-  
    7/1 よりの累計   ￥1,167,000-  
 

 
      

 

 

 

 

◎R 財団への寄付 
藤田 貴子君 ￥ 5,000- 川畑 孝彦君 ￥ 5,000- 
河合 一人君 ￥10,000- 川面 智義君 ￥ 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  ￥1,006,460-     
        年次基金会員より   ￥  530,000- 
        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     ＄182.73 
 
◎米山奨学会への寄付 
 羽根田茂子君 ￥ 5,000- 橋本 憲治君 ￥ 5,000- 

片山美智子君 ￥ 5,000- 倉本  進君 ￥ 5,000- 
並木 寛治君 ￥ 5,000- 清水 利男君 ￥ 5,000- 
篠原 光子君 ￥ 5,000-（米山奨学会の企画で 11月 30

日(土)委員 6 名、カウンセラー2 名、奨学生ユンちゃん

を含めて 20 名の合計 28 名で米山梅吉記念館の見学に行

かせて頂きました。大変勉強になりました。） 

山口  誠君 ￥ 5,000- 
 

本日の合計  ￥   40,000- 
          7/1 よりの累計  ￥  390,000-      
                会員より  ￥  270,000-      
               ｸﾗﾌﾞより    ￥ 120,000-      
                  一人当たり平均   ￥  7,647-      
  
◎青少年育成基金への寄付 
 井前 憲司君 ￥ 5,000- 入谷 治夫君 ￥ 5,000- 

清水 利男君 ￥ 5,000- 山口  誠君 ￥ 5,000- 
 

本日の合計  ￥   20,000- 
7/1 よりの累計  ￥  170,000- 

 

 

 

 

2019-2020 年 度 例 会 プ ロ グ ラ ム 
     

月 日 内  容 例会後の行事 備  考 

12 月 

11 卓話（岩井君・光本君） 被選理事会 地区大会（12/13～14） 

18 
外部卓話（株式会社片岡製作所  
         代表取締役社長 片岡 宏二様） 

    

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

1 月 

1 定款による休会   職業奉仕月間 

8 ３RC 新年合同例会（ホスト）（於：山水館）     

15 
記念月御祝 
外部卓話(国際医療 NGO ジャパンハート 
         理事長 吉岡 春菜様 ） 

定例理事会   

22 私の履歴書（江澤君・齋藤君） 被選理事会   

29 移動例会（於：山水館）/卓話（馬渕君・石田君）   ＊職業奉仕委員会 

2 月 5 移動例会(於：桃谷樓）/卓話（坂野君・橋本君） 定例理事会 
平和と紛争予防/紛争解決月間 
＊国際奉仕委員会 

 


