
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◎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 
◎ 年次総会 
◎ 卓話  清水 利男君 
   「 米山奨学金について 」 
◎ 例会後の行事 

  12 月度定例理事会 

    情報集会    18：00～（於：あか馬） 

    新入会員歓迎会 18：30～（於：あか馬） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3191 回 本日（12/4）の例会 

 

 
◎ 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 次週（12/11）の例会 

No.20  2019 年 12 月 4 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 42 名 91.30 ％ 

前々回例会補正後出席率  91.30 ％ 

但し、 Mup 5 名   欠席者 4 名 

出席規定適用免除有資格者 5 名 

 

 

 

 

 

先週（11/27）の例会から 

◎ゲスト・ビジター          計 14 名 
 
 

高槻市長            濱田 剛史様 
 
高槻市総合戦略部市長室  主幹 岡田 二郎様 
 
高槻市議会議員         市来  隼様 

 
快成建設㈱     代表取締役 中浦 康成様 
 
㈱高槻保険サービス 代表取締役 松山 浩明様 

 
㈲あたけ      代表取締役 安宅  賢様 
 
パティスリーほんだ    代表 本多 英悟様 
 

中西美代子様 
 
ABC薬局      代表取締役 芦田 泰弦様 
 
黄檗宗 廣智禅寺        中澤 智之様 
 
ホテル・アベストコーポレーション大塚 邦光様 

 
本格広島お好み焼き       谷本 りえ様 
 
La・SARA            永山 直樹様 
 
㈱ケイトー    代表取締役  中島 正喜様 
 

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 
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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  

 

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


  

◎会長の時間 

 

本日の例会では、濱田高槻市長をお招きし卓話を頂戴
いたします。濱田市長におかれましては平成 23 年の初
当選から、常に市民目線の市政運営を基本に、あらゆる
世代が住みやすさを実感できるまちづくりを進めると共
に、さらなる飛躍の礎となる多くのビッグプロジェクト
を実現されました。以前の会長の時間でも話をさせて頂
きましたが、私自身ほんとにこの 7－8 年の間に高槻の
街が良くなったと実感しております。この４月の市長選
挙においても、無投票で市長に再選されたことは、市民
から圧倒的な支持を得られた証であると私は思っており
ます。令和年度に向けて新たな施策等についてお話しを
お聞きする事を今日は楽しみにしております。 

ところでは今日は当クラブにご興味をお持ち頂いてお
られる皆様に、例会を体験して頂きたくお集まりいただ
きました。お忙しい中ご出席いただき有り難うございま
す。ロータリークラブについては、お誘いした会員から
すでにご説明申し上げているとおもいますが、私からも
少し説明申し上げます。 

20 世紀初頭のシカゴの街は、著しい社会経済の発展の
陰で、商業道徳の欠如が目につくようなっていました。
ちょうどそのころ、ここに事務所を構えていた青年弁護
士ポールハリスはその風潮に堪えかね、友人３人と語っ
て、お互いに信頼できる公正な取引をし、仕事上の付き
合いがそのまま親友関係にまで発展するような仲間を増
やしたい、という趣旨でロータリークラブという会合を
考えました。ロータリーとは集会を各自の持ち回りで順 

番に開くことから名付けられたものです。こうして 1905

年にシカゴロータリークラブが誕生しました。今では
200 以上の国と地域に広がり、クラブ数 36,000、会員数
120 万人に達しています。そして、これら世界中のクラ
ブの連合体を国際ロータリーと称します。このように、
歴史的に見てもロータリーとは職業倫理を重んじる実
業人、専門職業人の集まりなのです。その組織が地球の
隅々にまで拡大するにつれて、ロータリーは世界に眼を
開いて、幅広い奉仕活動を求められるようになり、現在
は多方面にわたって多大な貢献をしております。その一
つが高槻ロータリークラブで、65 年の歴史と伝統あるク
ラブです。ぜひ親睦と奉仕のロータリーライフを楽しん
で頂きたくご入会をお奨めいたします。 

 

 

◎幹事報告 
・ガバナー事務所より「令和元年台風 15 号千葉県災害
義捐金ご協力の御礼」が届いております。 

・大阪府立芥川高等学校和太鼓部より「高槻 RC 創立 65
周年記念行事への御礼状とフォトブック」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。 

・関西大学・大阪医科大学・大阪薬科大学 医工薬連環 

科学教育研究機構より、「自由研究コンテスト 2019」
協賛と、二次審査会出席（入谷会長が審査員として出
席）のお礼状が届いております。 

・「第 7 回日台ロータリー親善会議のご案内」が届いて
おります。回覧を回しますので、皆様出欠のご記入を
宜しくお願い致します。 

【日 時】2020 年 3 月 6 日(金) 
      10：00～登録開始 
      14：00～開会・式典 
      16：00～記念講演 
      17：30～懇親晩餐会 
【会 場】ホテルニューオータニ博多 
【内 容】式典・記念講演・懇親晩餐会 
【登録料】ロータリーアン 22,000 円 
     同伴者 10,000円（晩餐会・記念誌含む） 
※参加者へは後日ホテルの予約のご案内が届きます。 
 

 
◎委員会報告 

〇クラブ組織委員会           長山 正剛 

・本日は濱田市長をはじめ二人三脚例会に多数の皆様に
お越し頂きましてありがとうございます。懐かしい方
やお馴染みの方、初めての方、沢山の方にお会いでき
て大変うれしく思っております。お仕事や奉仕活動に
必ず役立つ団体だと思っておりますので、今こそご入
会いただいて、色んな方と交流をもっていただきたい
と思います。今後ともどうか宜しくお願い致します。 

 

〇クラブ運営委員会           内本  繁 

・忘年家族例会を開催致します。12 月 25 日(水)の例会
に代わり 22 日(日)に行います。ご家族お誘いあわせ
のうえ多数の皆様のご参加よろしくお願いいたしま
す。 

【日 時】2019 年 12 月 22日(日)17：30～ 
【場 所】山水館 
【会 費】会  員     ￥15,000- 
     会員家族     ￥10,000- 
     子供（小学生以下）  ￥3,000- 
     子供（3 歳以下）    無料 
【送迎バス】京都銀行高槻支店前 17：00 発 

※お車でお越しの方は、旧かじか荘の駐車場
をご利用下さい。 

【ドレスコード】後日ご案内致します。 
 
 
 

 

12 月度 記念月御祝 

 

◎誕生記念 

  稲富 博文君  伊藤 智秋君 

  藤松 功治君  江澤  由君 

 

◎結婚記念 

  川面 智義・晶子  御夫妻     52 周年 

  岩﨑 貞治・順子  御夫妻     33 周年 

齋藤 良輔・ひとみ 御夫妻     33 周年 

浦中 郁文・久美子 御夫妻     28 周年 

  藤松 功治・美奈子 御夫妻     26 周年 

  小阪 大輔・由里子 御夫妻     10 周年 

 

◎入会記念 

  川畑 孝彦君            16 周年 

  

  
12 月度 創業記念月御祝 

 

  篠原 光子君  大阪歯科大学 

         Ｍ44.12       108 周年 

  並木 寛治君  野村證券㈱ 

         Ｔ14.12.25      94 周年 

  橋本 憲治君  壽酒造㈱ 

          Ｓ26.12（創業 1822 年) 68 周年 

  倉本  進君  ㈱くらもと 

         Ｓ40.12.15      54 周年 

  羽根田茂子君  羽根田司法書士事務所 

         Ｓ47.12        47 周年 

  西田 直弘君  ㈱西田本店  

         Ｈ2.12.12       29 周年 

  山室 匡史君  山室法律事務所 

         Ｈ27.12        4 周年 



 

 

  

◎卓話 
 

「 みらい創生の街づくり 」 
 

高槻市長 濱田 剛史様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

◎ニコニコ箱報告 
・皆出席内祝   内本君（皆出席表彰をいただいて。濱

田市長、ご講演ありがとうご

ざいました。） 

・濱田市長をお迎えして。二人三脚例会でお越しの皆
様、入会をお待ちしています。      藤井君 

・二人三脚例会にお越し頂きありがとうございました。                 
飯田君 

・濱田市長様、御多忙の中お越しいただき有難うござ
います。                井前君 

・濱田市長、本日は卓話を頂戴しありがとうございま
した。ゲストの皆様本日の例会に参加していただき
ありがとうございました。        入谷君 

・ようこそ二人三脚例会にお越し下さいました。          
石田君 

・濱田市長、ご講演ありがとうございました。沢山の
お客様ご出席ありがとうございました。  岩井君 

・濱田市長、卓話ありがとうございました。本日ご来
場の皆様入会をお待ちしております。   小阪君 

・二人三脚例会にご参加頂き有難うご座居ました。入
会をお待ちして居ります。        松下君 

・秋の親睦会、時間を間違えてしまいました。バスに
途中乗車ご迷惑をおかけしました。    長山君 

・本日は濱田市長をはじめ二人三脚例会にたくさんお
越しいただきありがとうございました。ご入会をお
待ちしております。           長山君 

・中西様、芦田様、中澤様、大塚様、皆様を例会場に
お迎えして。今後共よろしく。      西田君 

 

 

              本日の合計   ￥  60,000-  
    7/1 よりの累計   ￥1,044,000-  
 

◎R 財団への寄付 
石田 佳弘君 ￥ 5,000- 岩井 祐造君 ￥ 5,000- 
河合 一人君 ￥10,000- 長井 正樹君 ￥ 5,000- 
西田 直弘君 ￥ 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  ￥ 971,460-     
        年次基金会員より   ￥  495,000- 
        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     ＄176.37 
 
◎米山奨学会への寄付 
 入谷 治夫君 ￥ 5,000- 松下 浩章君 ￥ 5,000- 

西田 直弘君 ￥ 5,000- 大木 城司君 ￥ 5,000- 
 

本日の合計  ￥   20,000- 
          7/1 よりの累計  ￥  350,000-      
                会員より  ￥  230,000-      
               ｸﾗﾌﾞより    ￥ 120,000-      
                  一人当たり平均   ￥  6,863-      

 

◎青少年育成基金への寄付 
井前 憲司君 ￥ 5,000- 

 
本日の合計  ￥    5,000-      

7/1 よりの累計  ￥  150,000- 

 

 

 

 

 

 

◎11/27 卓上花 

アルストロメリア 
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