
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◎出席報告 

THE ROTARY CLUB OF TAKATSUKI  国際ロータリー 第２６６０地区 

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．みんなの為になるかどうか 

事務所 オーロラモール高槻西武６階 〒569-1116 高槻市白梅町 4-1 

    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 オーロラモール高槻西武６階 多目的ホール TEL 072-684-5379 

創 立 1954 年 6 月 15 日 

会長 伊藤智秋 幹事 石田佳弘 クラブ運営委員長 河合一人 会報担当副委員長 長山正剛 

 
◎ 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 
◎ 外部卓話   

大阪府高槻警察署警備課  
        警部補 髙橋 桂 様 

大阪府高槻警察署警備課 
巡査部長 窪田 磨 様 

「 最近のサイバー攻撃情勢について 」 
◎ 例会後の行事  

   第 2 回被選理事会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3153 回 本日（2/13）の例会 

 

◎ ソング・・・日も風も星も 
◎ 卓話    大木 城司 君 

「 プレゼンでの色や文字について 」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3154 回 次週（2/20）の例会 

No.30  2019 年 2 月 13 日 発行 

バリー・ラシン RI 会長 

 

 

 

インスピレーションになろう 

会員数 出席者数 出席率 

52 名 36 名 75.00 ％ 

前々回例会補正後出席率  91.67 ％ 

但し、 Mup 3 名   欠席者 4 名 

出席規定摘用免除有資格者 4 名 
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高槻ロータリークラブ 

2 月は平和と紛争予防 / 紛争解決月間 

先週（2/6）の例会から 

◎ゲスト・ビジター            計 0 名 
 
  

 

 
       2 月度 記念月御祝 

 

 ◎誕生記念 

   深野 裕一君  松下 浩章君 

 

 ◎結婚記念 

   丸山 俊郎・優子御夫妻   56 周年 

   藤井 敏雄・恵美子御夫妻  48 周年 

   西田 直弘・加代子御夫妻  37 周年 

 

 ◎入会記念 

   西田 直弘君        34 周年 

   入谷 治夫君         10 周年 

   篠原 光子君         4 周年 

    

 
創業記念月御祝 

 

   川畑 孝彦君  誠興産有限会社 

 S27.2.28   67 周年 

   山口 誠 君  医療法人 山口医院 

      S47.2.1    47 周年 

   奥田 晴基君  有限会社 葵 

      S57.2.15   37 周年 

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


  
◎会長の時間  

2月 3日高槻ロータリークラブ創立 60周年記念行事
の最後を飾るブラスバンドの演奏会がございました。
藤井実行委員長初めご尽力くださいました皆様に感
謝申し上げます。市民会館大ホール１階席のほぼ全部
が演奏者で埋まりました。高校生たちのパワーに圧倒
され、大変感動しました。私達だけではなくもっと大
勢の方々に聞いて頂く事が出来なかったことを残念
に思います。 
 
今月は「平和と紛争予防、紛争解決月間」です。日

本人にとってはロータリー月間の中で一番手に負え
ないテーマだと思います。 
先々週、芥川高校に於きまして全クラブが活動の一

環として“シリアの難民支援”を行っていることをお
話し、寄付をお願いしました。会員総数 52 名のうち
40 名の方々より￥375,000－のご協力を頂いておりま
す。ありがとうございます。 
本日は改めまして、シリア関連の話をさせて頂きま

す。少し繰り返しになります。 
高槻ロータリークラブ創立 65 周年記念行事の際、

芥川高校の和太鼓部に演奏をお願いしておりますが、
芥川高校は様々なクラブ活動に於いてシリアの難民
支援をしています。シリアに行くことは出来ませんの
で、インターネットを使って交流しているとの事で
す。ＩＭ2 組「東淀ちゃやまちロータリークラブ」さ
んでは以前、ヤヒヤ・アルマリス君というシリアの学
生を米山奨学生として受け入れをしておられました。 
大阪府下には彼ともう 1名、合計 2名のシリア人がい
らっしゃいます。地区大会の際にはシリア難民の方々
が作られた寄せ木細工の箱やオリーブオイルの石鹸、
香水などの販売と寄付金の呼びかけをしました。 
シリアの騒乱は 2011 年のチュニジアのジャスミン

革命の後連鎖して起こった「アラブの春」に端を発し
ています。この 8 年間でシリアという国がどうなって
いるかは御周知のところでございます。 
昔、イスラエル、シリア、ヨルダンあたりに旅行に

行きたいと考えていました頃、旅行ガイドブックに載
っていたシリアはとても美しい国でした。シリアの首
都ダマスカスは、歴史的な古い街並みと新しい町が混
在した京都によく似た街でした。ウマイヤドモスク等
の美しいイスラム様式の建造物にオールドダマスカ
スの古くて優美な城壁の跡、神秘的な 7 つの門、花が
咲き乱れて市場には野菜や果物が溢れていました。
人々は綺麗なタイル張りの大きな家に住んでいて、中
庭にテーブルを出してお茶を楽しんでいる写真が印
象的でした。 
芥川高校の高校生たちがシリアに心を寄せて、平和

を祈っています。私達もシリアには行くことは出来ま
せんし、国を助けるような大きなことも出来ません。 
しかし、美しかったシリアがあっという間に瓦礫の山
になったことは事実です。決して対岸の火事ではない
と思います。 
先々週、シリア支援をしている芥川高校の生徒達へ

の寄付をお願いしました。1 万円寄付して頂いたら、
お財布に 1万円分の隙間が出来ます。その隙間に我が
国の平和と安全への願いを詰めて頂きたいと思いま
す。 
 
 

 

 
 

◎幹事報告 
・米山奨学会下期普通寄付金￥127,500－【＠2,500－×

51 名（1 月 1 日現在会員数）】を 1月 31日(木)に振込
致しました。 

 

 

◎委員会報告 
〇青少年奉仕委員会          小阪 大輔 
・国際ロータリー第 2660 地区 地区危機管理委員会より、 
「青少年のためのハラスメント相談窓口」を設置のご案 
内が届いております。青少年奉仕プログラム参加する青 
少年の為の地区ガバナー直轄の窓口として、周知をお願 
いします。来週以降の例会時、後方テーブルに置いてお 
きますので、皆様ご覧下さい。 

【第 2660 地区 青少年のためのハラスメント相談窓口】 
専用メールアドレス anytime@ri2660.gr.jp 
使用言語    英語または日本語 
窓口担当者   ガバナー事務所 杉本 亜鶴巳 
相談員         塩谷 眞治 

（地区危機管理委員/大阪東 RC） 
              角谷 真枝 

（地区危機管理委員/茨木西 RC） 
         林小微 

（米山学友/米山奨学生学友会関西） 
対応について 相談窓口で受付次第、ガバナーに報告の
うえ相談員が検討し、より専門性が必要な場合は人選
し、地区担当委員会と話し合い速やかに対応する。 

・国際ロータリー第 2660 地区 地区危機管理委員会より、 
「セクシャルハラスメント予防啓発ポスター」が届いて 
おります。会員の皆様にはハラスメントについての危機
管理認識を共有していただきますようお願い致します。
来週以降の例会時、例会場に掲載致します。 

 
 
〇クラブ運営委員会           大木 城司 

・山口会員を講師として、情報集会を開催いたします。 

 回覧を回しますので、皆様ご参加いただきますようお
願い申し上げます。 

 【日時】2019 年 2 月 27 日(水) 例会後 13：30～ 

 【場所】例会場 

・1 月に入会された浦中会員の新入会員歓迎会を開催い
たします。回覧を回しますので、皆様ご参加いただき
ますようお願い申し上げます。 

 【日時】2019 年 2 月 27 日(水) 18：00～ 

 【場所】つきの井 

 【会費】￥5,000－  

 

 

〇60 周年記念事業           藤井 敏雄 

・60 周年記念事業 5 ヶ年プロジェクトが無事終了致しま
した。皆様ご協力いただきましてありがとうございま
した。最後のブラスバンドでしたが、大盛会にて終え
る事が出来ました。今後は違った形で青少年の支援を
していければと考えております。宜しくお願い致しま
す。本当にありがとうございました。 

 

 

〇クラブ組織委員会          藤松 功治 
・2 月 27 日(水)の例会は、二人三脚例会となります。 

 会員の皆様と一緒に例会に参加していただける新入会
員候補のがいらっしゃいましたら、ぜひ参加いただき
たいと思っております。よろしくお願いします。 

 

 

 

mailto:anytime@ri2660.gr.jp
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◎例会後の行事 
  2 月度定例理事会 

 
2 月度定例理事会議事録 

日 時：2019年 2月 6日（水）13：40～14：30 

場 所：事務局 

出席者：伊藤、清水、稲富、入谷、片山、河合、川面、
小阪、藤松、長山、西本、浜田、藤井、山室、
石田、大木（オブザーバー） 

欠席者：白石                敬省略議
事録作成人 石田 佳弘 

議 題  

1 議事録承認（石田） 
議事録を確認して承認されました 

2 会計報告（長山） 
会計報告を確認して承認されました 

3 3月・4月スケジュール確認 
3 月度例会については、 
６日は川脇会員の卓話３０分 
13 日は長井会員、松下会員もしくは松尾会員 
20 日は外部卓話で高槻 IAC 
27 日飯田会員の卓話 
3 月の受付担当はクラブ研修委員会 

4 月度例会は、 
3 日は委員会例会、 
10 日は移動例会扱いの観桜会、 
17日は早川会員の卓話で時間は 15分か 30分か
は未定 
24 日は内本会員と篠原会員の卓話が各 15分 
4 月受付担当はクラブ組織委員会 

4 バナー購入の件 （50枚 10万ぐらい） 
65 周年のため購入することで承認 
 

5 フレッシュロータリアン参加者の件（3/1 金 16 時〜） 
参加者 5 / 13 名   
受付はクラブ運営委員会から河合会員、田渕会
員、長山会員、古川会員、それ以外は伊藤会長、
稲富会員、井前会員、石田会員、 

6 たかつき市民能ご支援の件 
丁寧に断りする 

7 ロータリー賞受賞説明会について 
最後まであきらめない。 
出席は見合わせる。 

8 深野会員後継者推薦の件 
元ロータリアンの 59歳男性 
大阪ガスさんは西田会員、小山会員がスポンサー 
だが西田会員と清水会員がスポンサーになること 
で承認 

9 高槻西 RC創立 30周年記念式典の件 
（3/28木 16:15～20:00 ホテルグランビア 20F） 

→会長幹事が出席 

10 吹田 RC 創立 60周年記念式典の件 
（4/7 日 16:30～ ホテル阪急インターナシュナル 4F） 

→会長幹事が出席 

 

 

◎ニコニコ箱報告 

・未来塾 5ヶ年 Projectを無事に終了する事が出来ました。

ありがとうございました。          藤井君 

・ブラスバンドありがとうございました。藤井さん、お疲

れ様でした。                石田君 

・未来塾ブラスフェスタ in高槻 大盛会でした！皆様あり

がとうございました。            伊藤君 

・先週の例会を早退させていただいたお詫びに。 山口君 

 

        本日の合計  ￥   16,000- 

      7/1よりの累計  ￥ 1,373,000- 

 
◎R 財団への寄付 

浜田 厚男君 ￥5,000- 石田 佳弘君 ￥5,000- 

 

        本日の合計  ￥   10,000- 

      7/1よりの累計   ￥ 555,000 - 

           一人当たり平均 ＄97.03 

 

◎米山奨学会への寄付 

 浜田 厚男君 ￥5,000-   

 

本日の合計   ￥   5,000- 

      7/1よりの累計     ￥  382,500- 

            会員より ￥ 255,000- 

            ｸﾗﾌﾞより ￥ 127,500- 

                       一人当たり平均 ￥7,356- 

 

◎青少年育成基金への寄付 

 伊藤 智秋君 ￥5,000-  

 

本日の合計  ￥  5,000-   

      7/1よりの累計  ￥ 565,000- 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 その他 
奥田会員の入院の件 
→昨日退院された。内規にしたがってお祝い 
をした。 

芥川高校のシリア難民支援の件 
今日回覧を回した。40 万弱集まっていると思 
う。芥川高校に持って行く。 
それ以外に 60周年がトータル 50万くらいに 
なる。 
→トータル 50万円を芥川高校に持って行く。 
 

報告事項 
 
1 ガバナー補佐訪問の件 

3/27 12 時に松尾ガバナー補佐が来る。 
卓話をするかもしれない。会長幹事にお礼の訪 
問をするという趣旨である。 
 

2 情報集会に関する件 
2 月 27日研修をする。山口先生に話をしてもら 
い、1 か月以内に 2 回目を行う。 

3 その他 
観桜会について 4月 10日（水）移動例会扱いと 
する。13時 30分松坂屋横からバスで出発する。 
行き先は彦根城である。その後散歩 2時間。 
ホテルで食事をとって帰ってきて 21時頃に高 
槻へ戻る。会費 会員 1万・家族 5,000円。詳細 
はあらためて回覧する。 

 



 

 

2018 - 2019 年 度 例 会 プ ロ グ ラ ム 

    2019.2.6 修正 

月 日 内  容 例会後の行事 備  考 

  6 記念月御祝 / 卓話（川脇） 定例理事会 水と衛生月間 

3月 13 卓話（長井・松尾 OR 松下） 被選理事会 PETS （3/2） 

  20 外部卓話（IAC 活動報告）   IM2 組ロータリーディ （3/16） 

  27 卓話 （飯田）   ＊クラブ研修委員会 

  3 記念月御祝 / 委員会例会 定例理事会 母子の健康月間 

4月 10 移動例会 観桜会 地区研修・協議会 （4/13） 

  17 卓話 （早川） 被選理事会   

  24 卓話（内本・篠原）  ガバナー補佐訪問 ＊クラブ組織委員会 

 


