
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◎2/20 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・・・手に手つないで 
◎ 二人三脚例会 
◎ 卓話    浦中 郁文 君 

「 私の履歴書 」 
卓話   坂野 信一 君 

「 ワイン泥棒の話 」 

◎ 例会後の行事 

   情報集会   講師 山口 誠 様 

65 周年実行委員会 

    新入会員歓迎会 18：00～（於：つきの井） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3155 回 本日（2/27）の例会 

   

◎ 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   川脇 健 君 

「       」 
◎ 例会後の行事 

   3 月度定例理事会  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3156 回 次週（3/6）の例会 

No.32  2019 年 2 月 27 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 42 名 84.0 ％ 

前々回例会補正後出席率  89.36 ％ 

但し、 Mup 7 名   欠席者 5 名 

出席規定摘用免除有資格者 4 名 

 

 

 

 

 

 

 

WEEKLY BULLETIN 

２０１８～２０１９ 

  

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（2/20）の例会から 

◎ゲスト・ビジター            計 1 名 
 
大阪ガス 株式会社 
大阪地区支配人・北部地区支配人 岩﨑 貞治 様 

 
 

◎会長の時間  
 
来たる 2 月 23 日、ロータリーは創立 114 周年を迎

えます。 
高槻ロータリークラブ設立当時の様子は、50 周年

記念誌上での特別座談会で 10 周年の記念誌に詳しく
掲載されているのではないかと記載されておりまし
た。 
高槻ロータリークラブは 1954 年（昭和 29年）6月

15 日、府下 7 番目のクラブとして、大阪ロータリー
クラブをスポンサークラブとして発足しました。 
創立総会には大阪ＲＣの中野、露口、湯浅の 3氏が

出席され無事に終了しましたが、当クラブ創立には終
始 湯淺祐一・湯浅電池株式会社社長が大きくかかわ
り、地元の河上敬蔵氏と共にいろいろとお世話して頂
きました。 
初代会長は大日本セロファンの武田健介氏、幹事は

北川豊吉氏で、例会場は河上敬蔵氏の大昭工業株式会
社の 2階でありました。又、この時のチャーターメン
バーは 24名であります。第 28 代米田会長がお話され
ておりました。 
1973 年－1974 年度ガバナーは、高槻ロータリーク

ラブの田宮先生でした。大阪、和歌山全域が第 399 地
区であった当時の事です。 

 

 

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


  今も昔もガバナーと国際ロータリーとは連絡がきわ
めて重要です。田宮ガバナーが「ガバナー公式訪問」
をされると、その時の各クラブの会長と懇談会をされ
ます。その公式レポートを翻訳して国際ロータリー事
務局に送らなければならなかったそうです。その重責
を担っておられたのが米田さんでした。田宮先生がガ
バナーに就任されたとあって、高槻の医師会の皆様方
が田宮先生をサポートされ、それぞれの地区幹事とな
られ、粉骨砕身・超我の奉仕をされたとあります。当
時の地区関係者は彫刻家の西森正昭氏以外は全員お医
者さんだったそうです。 
今ガバナー事務所は堺筋本町にありますが、当時は

ＪＲ高槻駅前の尾崎歯科医院の中にあり、高槻ＲＣの
事務局は商工会議所にありました。地区の中枢が高槻
にあったというのは誇らしいことだと思います。 
 
高槻ロータリークラブの身上は「歴史と伝統」です。

古きを知り新しきありかたに役立てたいと思います。 
 
 
 
◎２０１９年３月１９日  

芥川高校へ「シリア難民支援の為の寄付」をお渡し
して来ました。 
皆様のご理解とご協力に感謝いたします。 

 
 
 

◎委員会報告 
〇青少年奉仕委員会           小阪 大輔 
・明日 2月 21日(木)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が開催されます。参加される方
は、高槻中学高等学校正門前に 15：30 集合お願い致し
ます。 

【日  時】2019年 2月 21 日(木) 15：40～17：15 

【集合場所】高槻中学高等学校 正門前  

【集合時間】15：30 

【ル ー ト】行き道：国道 171 号線経由 芥川公園へ 

      帰り道：みずき通り経由 学校へ 

【持 ち 物】軍手、飲み物、タオル、ゴミ袋、 

※動きやすい服装 

 
〇クラブ研修委員会           西澤 直紀 
・情報集会を開催いたします。多数の皆様にご参加いた
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 

【講師】山口 誠 

  

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
員候補の方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。この機会をきっかけに会員
候補者を増やしていきたいと思っておりますので、ど
うぞよろしくお願いします。 

 

 

◎卓話 

  

「 プレゼンでの色や文字について 」 

                    大木 城司 

 

歯医者の仕事の一つに、歯磨き指導や食育指導でお母
さん方や子供を前にしてプレゼンをしたり、研究発表で
もパワーポイントを使う機会があるので、今回はその経
験を活かしプレゼン作成時における色の使い方や文字の
見せ方少しお話しようと思います。 
 
まず、色についてですが、マンセルの色彩環というも

のがあります。色の種類とイメージや、色の組み合わせ
によって見え方が変化しますので、この図の参考に組み
合わせを考えます。代表的 
には反対側にある色が補色といい 
まして、補色同士の色の組み合わ 
せは、互いの色を引き立て合う 
相乗効果があり、逆に同系色の 
色はお互いを弱め合う性質があ 
ります。 
 
これらの色の関係を適切に 

使っている例としてロータリーの 
ロゴがあります。 
 
＜ロータリーのロゴやフォントに関しては、マイロータ
リーにログインしてロゴのガイドラインの資料をダウン
ロードし参照してください。＞ 
 
さて、今までのプレゼンでの色や文字も使い方を参考

に簡単なプレゼンを作成しておりますので、ここからは
実践編です。 
 

 

 

 

 

 

 

◎幹事報告 
・高槻西 RC より「会長交代のご連絡」が届いておりま

す。高木哲男会長の退会に伴い、2 月 8 日より永井和
夫会員が会長に着任されました。 

 



 

 

 もうお気づきの方もいるでしょうが、4月の観桜会
についてのプレゼンです。 
 

観桜会の案内 
4 月 10 日の第二水曜日に観桜会を企画しておりま

す。移動例会としまして、13 時半に高槻松坂屋横から
バスで彦根城まで行く計画です。 
 
彦根城までは 1 時間半の移動時間がかかりますので

13 時半に出発して 15 時に彦根に到着、彦根城周辺の
観光時間として 2時間を計画しております。 
 
17 時からの食事の会場は彦根のライオンズクラブ

が例会場としても使われているホテル、彦根キャッス
ル＆リゾートスパで桜が見えるお部屋になります。宴
会予約は半年前の 10 月予約開始時には毎年 4 月第 2
週目の桜の時期は同じ団体が会場を予約しているらし
く桜の見えない部屋だったのが、今回は運の良いこと
に、先客の人数が少なくて宴会場の 3 分の１で足りる
ようなので、残り 3 分の 2 を我々が使えることになり
ました。18 時からは桜のライトアップがありますの
で、時間的には景色の変化が一番楽しめると思います。 
会場の料理がおいしいかどうかは未調査です。雰囲気
を味わってください。 

 

食事会場からの景色で観桜会の条件は満たせると思
いますので、雨天決行とします。 
ホテルスタッフによると、4 月 10日頃は桜の時期バッ
チリらしいのですが、そこは天気同様運次第ですので
ご容赦を・・・ 
 
彦根到着後 2 時間はお城を見たり、周辺の観光エリ

アまで足をのばすのも良し、基本は自由行動とします。 
ただ、彦根城のお堀には屋形船がありまして、45分間
観光説明付きで遊覧できるようなので、16時からの船
を予約することも可能です。2 時間歩きまわるか、カ
フェでゆっくりするか、屋形船で遊覧するかもご自由
です。ただ屋形船は 1 隻 11 名まで、船頭入れて 15名
ぐらいが定員なので、あらかじめの予約が必須となり
ます。桜の時期は特に必要とのことでした、45分でお
ひとり 1,500 円です。2 隻仮予約はしておりますが、
希望者のみでお願いします。 
 
花より団子の方々には夢ロードの半ばにある、おお

すがさんの黒どらがお勧めです。病みつきになるぐら
いの甘さで、歯医者的には虫歯のリスクが高くなる商
品ですが、2 年前のお中元でいただいてからは 5 回お
取り寄せしています。ネットや電話で注文可能で冷凍
で届きます。味見をしてみて、帰ってからお取り寄せ
がお勧めです。 
 
そんなに歩き回らずにカフェでゆっくりという方は

ホテル近所の彦根美濠の舎（みほりのや）2 階にカフ
ェがあります。ここはクラブハリエですので、お土産
などいいと思います。 
 
 
2019年観桜会タイムスケジュール 
13：30 松坂屋横から 53人乗り観光バスで出発 
15：00 彦根城に到着  2 時間観光 
  ※屋形船は 16：00 発で 45 分遊覧（希望者のみ） 
17：00 彦根キャッスル＆リゾートスパのキャナル

ホールで食事 
19：30 彦根発 
21：00 高槻到着 

 

◎ニコニコ箱報告 

・入会記念内祝 篠原君 

・創業記念内祝 川畑君、奥田君 

・皆出席内祝  西田君（有難うご座居ます） 

・岩﨑様、入会予定おめでとうございます。今後とも宜し

くお願い致します。             石田君 

・岩﨑様、ようこそお越し下さいました！    伊藤君 

・今回の入院に御見舞を頂きありがとうございました。お

陰で快癒しました。             奥田君 

・卓話を聞いて頂いて。            大木君 

・講習会出席のため、早退させていただきます。 山口君 

・米寿を記念する会を開催いただきまして、ありがとうご

ざいました。（2月 20日事務局へお見えになられました） 

                     前内宏文様  

 

        本日の合計  ￥   76,000- 

      7/1よりの累計  ￥ 1,514,000- 

 
◎R 財団への寄付 

伊藤 智秋君 ￥5,000- 川畑 孝彦君 ￥5,000- 

西田 直弘君 ￥10,000- 大木 城司君 ￥5,000- 

篠原 光子君 ￥5,000-  

 

        本日の合計  ￥   30,000- 

      7/1よりの累計   ￥ 615,000 - 

           一人当たり平均 ＄107.52 

 

◎米山奨学会への寄付 

 井前 憲司君 ￥5,000- 石田 佳弘君 ￥5,000- 

 西田 直弘君 ￥10,000- 奥田 晴基君 ￥5,000- 

 大木 城司君 ￥5,000- 

 

本日の合計   ￥  30,000- 

      7/1よりの累計     ￥  550,000- 

            会員より ￥ 295.000- 

            ｸﾗﾌﾞより ￥ 255,000- 

                       一人当たり平均 ￥10,577- 

 

◎青少年育成基金への寄付 

 井前 憲司君 ￥5,000- 大木 城司君 ￥5,000- 

 

本日の合計 ￥ 10,000-  

      7/1よりの累計 ￥  580,000- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎2/20 卓上花 

ラナンキュラス…優しい心遣い 


