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◎3/13 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・・・R-O-T-A-R-Y 
◎ 2月度皆出席表彰 
◎ 卓話  IAC 活動報告 

   高槻中学高等学校インターアクトクラブ 
田中 敏博 顧問 

栁  蒼太 委員長 

◎ 例会後の行事 

65 周年実行委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3158 回 本日（3/20）の例会 

 
第 4 回ガバナー補佐訪問 

 

◎ ソング・・・それでこそロータリー 
◎ 卓話  飯田 哲久 君 

     「         」 

  卓話  松尾 浩  君 

     「         」 
◎ 例会後の行事 

65 周年実行委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3159 回 次週（3/27）の例会 

No.35  2019 年 3 月 20 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 39 名 84.78 ％ 

前々回例会補正後出席率  95.92 ％ 

但し、 Mup 2 名   欠席者 2 名 

出席規定摘用免除有資格者 3 名 

 

 

 

 

 

 

 

WEEKLY BULLETIN 

２０１８～２０１９ 

  

高槻ロータリークラブ 

3月は水と衛生月間 

 
先週（3/13）の例会から 

◎ビジター               計 2 名 
 
大橋 秀典 様    東大阪東 RC   金属加工 
戸田 尊文 様    東大阪東 RC   測 量 士 

 
 
 

 
 

◎会長の時間  
 
3 月 9 日付毎日新聞に広告として「安満遺跡公園開

園記念・特別対談」が掲載されておりました。以前に
も高槻市の方に卓話をしていただき、高槻市の防災へ
の考え方などを伺い大変興味をひかれたことを思い
出しました。 
安満遺跡は、近畿で最初に稲作が始まった場所で、

邪馬台国が出来る前の「クニ」のルーツとも言える遺
跡です。だから、公園のキャッチフレーズが「日本の
始まり、高槻に。」と書かれており、これは大変なこ
とだと思って図書館に参りますと「安満遺跡確認調査
報告書 H20～22 年京大農場内確認調査」という冊子が
高槻市教育委員会 H25年 3月付で発行されておりまし
た。 

 

 

 

◎2 月度皆出席表彰 

 

篠原 光子 君  連続 4 年 

山室 匡史 君  連続 3 年 

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


  高槻市は大阪府東北部の一角を占め、大阪と京都の
ほぼ中間に位置している。市街は南北に 22㎞、東西に
10 ㎞、北部は北摂山地の山々が連なり、南部は淀川ま
で沖積低地が広がっている。北部の山地、丘陵部から
は檜尾川、芥川、女瀬川、安威川が南流して淀川に注
ぎ、それぞれ淀川との境界に小規模な扇状地を形成し
ている。檜尾川は成合北部に源を発し、成合谷を刻み、
安満山と紅茸山の間から平野部へ流れ出る。成合谷の
出口付近を扇央として半径 1.1 ㎞の扇状地が形成され
ている。 
沖積地である安満遺跡では旧石器時代の遺構・遺跡

は確認されていないが、真上、慈願寺山、伊勢寺、日
吉台などの高槻丘陵上では、サヌカイト剥片（石器を
つくる石）などが採集されている。サヌカイトという
のは安山岩で、この安山岩の中に含まれている鉱物に
翡翠があります。以前に岩井さんが高槻の「翡翠谷」
のお話をされていた事と繋がりました。 
縄文時代の遺跡は、大塚遺跡、柱本遺跡、芥川遺跡

が発見されています。縄文時代後期には、東海地方及
び山陰地方の土器形式の影響を受けた土器がまとまっ
て出土し、「芥川式土器」が提唱されている。 
興味のある所だけの抜粋ですが、改めて高槻は奥が

深いと感心しました。 
安満遺跡は、今から約 2400年前弥生人が作った環濠

集落で、昭和 3 年に遺跡を発見し、昭和 43年近畿地方
で「環濠集落」であることを初めて確認されました。   
昭和 50年住居・生産域・墓域という集落の 3要素が明
らかになりました。この 3 要素があるということは、
現代の感覚と規模が違いますが「クニ」もしくは「ム
ラ」が存在したということです。 
添付の高槻市の地図、主に JR より北側は遺跡と古墳

に埋め尽くされた感じです。紅茸山遺跡は八中ですし、
小さいころに遊んでいた通称「はげ山」は慈願寺山 1
号墳だったことに驚きました。 
安満遺跡が衰退した後、芥川遺跡、大蔵司遺跡、郡

家川西遺跡、津之江南遺跡など芥川沿いの集落が進展
してくるそうです。邪馬台国時代、安満遺跡後背の安
満山中腹に作られた安満宮山古墳からは「青龍 3 年
（235 年）」銘方格規矩形四神鏡や三角縁環状乳神獣鏡
を含む銅鏡 5 面（重要文化財指定）が出土している。
淀川と大阪平野を一望できる立地から邪馬台国の外交
ルートである淀川の水上交通に、安満ムラの首長が深
く関わっていた証ではないかと書かれておりました。 
「邪馬台国・畿内説」に展開してくると楽しくて止

まらなくなりますので、またの機会にしたいと思いま
す。地元高槻を考える良い機会になりました。 
 
 
◎幹事報告 
・ガバナー事務所より「春の全国交通安全運動」のポ
スターが届いております。例会場後方に掲示してお
ります。 

・三島高校ジャズダンス部の引退公演が開催されます。 
 3月 20 日(水)までに連絡すれば、席を確保していた
だけるそうです。回覧をまわしますので、ご参加宜
しくお願い致します。 
【日 時】2019年 4月 28(日) 

18：00会場 18：30開演 
【場 所】高槻現代劇場大ホール 

【参加費】無料 

 

◎委員会報告 
・本日報告はございません 

 

◎春の RYLA セミナーのご案内 

 

春の RYLA セミナー実行委員会 

副委員長 大橋 秀典 様 

 

本日は春の RYLA セミナーの PR をさせていただきま
す。このセミナーは、リーダーシップの基本・コミュニ
ケーションスキルの重要性・ロータリアンを通じたロー
タリーの理解を目的に実地されます。楽しいプログラム
を考えておりますので、多数の皆様のご参加をお待ちし
ております。宜しくお願い致します。 

 

【 日 程 】2019 年 4 月 27 日（土）～29 日（月・祝） 

【ホ ス ト】東大阪東ロータリークラブ 

【開催場所】ホテルセイリュウ・枚岡公園・ 

花園ラグビー場 

【申込期限】3 月 31 日(日) 

【参加対象】18 歳から 30 歳までのロータリークラブ会

員のご子息・ご息女・社員様、またはクラ

ブ推薦による青少年 

【参 加 費】青少年受講料 18,000 円（推薦クラブが負担） 

      会員全日参加 18,000 円 

      会員日帰り参加 3,000 円 

【最寄り駅】近鉄奈良線 石切駅駅 

      ※駐車場はございません。 

 

 

◎卓話   
 

「 新卒採用について 」     長井 正樹 
 

 

 

 

 

 

 

 

(株)高 浄 長井正樹

 



 

◇しかし、社内では・・・ムリ！無理！と

お掃除や福祉、障がい者支援の業界に、新卒なんて…

地方都市の中小企業では、新卒なんて…

ちゃんとした給与制度、教育制度がないのに、新卒なんて…

 

◇新卒採用で会社が変わる！！

１ 社長が変わる！！

３ 社員の意識が変わる

２ バラバラだったのメンバーが一つに！

 

 

 

 

～ 結 果 ～

２０１８年卒 採用
マイナビエントリー数 451人
会社説明会参加者 117人
内 定 10人
入 社 ７人

２０１９年採用
マイナビエントリー数 408人
会社説明会参加者 64人
内 定 9人
入 社 9人

 



そろそろ、本題なんですが、そもそも「シェリング・
エコノミーとは？」と言う事なんですが、ここに書かれ
ている通り、「知恵蔵」のサイトを引用してみますと「モ
ノ、サービス、場所などを、多くの人と共有、交換して
利用する社会的な仕組み。自動車を個人や会社で共有カ
ーシェアリングをはじめ、ソーシャルメディアを活用し
て、個人間の貸し借りを仲介する様々なシェアリングサ
ービスが登場している。シェエコノミー。シェアエコ。
共有型経済。」と言う事です。 
 
これが、その「シェアリング・エコノミー」をイメー

ジした図なんですが、例えば、先程の「コミミズク」の
撮影で河川敷へ車で行きたい時、周辺にコインパーキン
グを探しますが、近くにお住まいの方が、自宅の駐車ス
ペースを日時を限定してお貸しする。とか・・アキッパ。
その中には遠方から２．３泊して撮影したい方がいらっ
しゃれば、自宅の空き部屋を宿泊用に貸すなど・・・・
所謂「民泊」エアービー・ブッキングドットコム。明日、
外国人が来るから誰か英語のできる人居ないかな・・・・
私、こんな技術があるけど週に一度だけ働かせてもらえ
ないかな・・・・・飲食店さんが、だれか代わりに配達
言ってくれないかな・・・と言った様なこと、こんな活
動の事がシェリングエコノミーの考え方です。 
 
これも、イメージ図ですが「物やサービスを融通しあ

う仕組みの事です。これは、やはりスマートホンがこれ
だけ普及し進化してきていることでこのような事が可
能になってきたと言う事です。 
 
そこで、松下建設といたしましては、この仕組みを活

用して島本町を活性化させる事が出来るのではない
か？島本町の方々に喜んで頂けるのではないか？と考
えた次第でして。島本町のこのコンパクトな町ならば周
知して島本町ならではの物が作れるのではないかと考
えましてそのプラットホームとなるサイトを作ろう！
となりました。 

ちょうど、ここにあります。「大阪地域創造ファンド」
と言う制度があることを知りまして、チャレンジでエン
トリーしてみたところ、なんとご採択頂けまして、製作
費の１／２を補助していたけることとなり非常に助か
りました。 

この隣にある「SMALL]というサイトを立ち上げること
ができました。 

 
これが、プロジェクトメンバーで、大阪府の中小企業

診断士の方や島本町の職員方々、地元の商工業者の仲間
たちのご協力もあってどうにか立ち上げる事が出来ま
した。既に約１年ぐらいが経過しているのですが、実際
にうまく機能させることが難しく、サイトそのものの問
題点も明らかになってきまして、今このサイトをもう少
し改良した形にしようと言った作業に掛かっていると
ころです。実際の運営は地元のボランティアの方々と定
例で会議を持ち松下建設内に事務局をおいて運営して
いる現状です。 
 
これが、PRの為のリーフレットです。 
 
高槻市に置きましても、このシェアリング・エコノ

ミーの考えを活用したサービスとして、この「オープン
高槻」を立ち上げ商工業の振興のために取り組まれてお 

ります。私も勉強のために、島本町を通じて高槻市のご 

 

◎卓話 

  

「 島本町のシェアリング・エコノミー 」 
 

                松下 浩章 
 
本日は初めての卓話と言う事で大変緊張しておりま

す。皆様のお役に立てるような話にはならないと思い
ますが、最後までお付き合いいただければと思います。      
「島本町のシェアリング・エコノミー」と言う事なん
ですが、皆様この「シェアリングエコノミー」という
言葉や意味はご存知でしょうか？最近、国もこの概念
や仕組みを活用した形で新たなサービスや仕事を立ち
上げるように制度的に後押ししておりまして、民間は
もちろん、行政などにおいても活用しながら町おこし
に繋げていこうと！いった具合になってきておりま
す。本日は、タイトルにございます。島本町でのシェ
アリングエコノミーの取り組みについてご紹介させて
いただきたいと思います。まず初めに簡単に島本町に
ついて説明させていただきます。島本町は人口約
310,000 人ほどで、最近は過去最高を更新してきてお
ります。大手住宅開発のプロジェクトが 2018 年度に集
中したためでして、最近発表されたデータによります
と島本町も日本一のタイトルを取ることができたと聞
いております。「マンション化率」と言うものが御座
いまして、国勢調査に基づくその地域の世帯数に対す
る分譲マンションが占める割合これの伸び率が日本一
になりました。12,866世帯に対して分譲マンションが
5,637 世帯。マンション化率 43.81％で伸び率が 2018
年度 4.82％でこの数字が日本一だったそうです。簡単
に言いますと、小さな町に一気に分譲マンションが供
給されたと言う事です。ちなみに 2018 年度で 632戸の
新たな供給があったと言う事です。 
 
その他では、大阪と京都の中間に位置し JR と阪急

の駅があり大阪へも京都へも 30 分掛からない利便性
この点は高槻市とよく似ています。電車だけではなく、
車の便も非常に良くて、最近できました高槻インター
チェンジだけではなく、京都方面の山崎ジャンクショ
ンも近くにあり、どこへ行くのも非常に便利なところ
です。これは、皆様もよくご存じのサントリーの山崎
工場ですが、実は三島郡島本町にございます。実はと
いうのもおかしいですが、意外と京都の郊外という風
に思われている方が非常に多いです。これは間違いな
くサントリーの企業戦略で、三島郡島本町！って思わ
れないように洗脳され続けてきた結果だと思っており
ます。 
 
そして、これは水無瀬神宮の「離宮の水」です。後

鳥羽上皇の離宮跡地に建てられた水無瀬殿から始ま
り、後鳥羽上皇の御影堂を建立し上皇を祀ったことか
ら現在に至っているそうです。大阪府で唯一の「名水
百選」に選ばれております。この境内からくみ上げら
れたものだけが「離宮の水」と定義されて、最近では
島本町で商標登録を取りこのお水を使って製品化され
た、お豆腐やゼリー、パンなど販売されております。 
 
これは、水無瀬の河川敷の写真なんですが、「コミ

ミズク」という大変珍しい鳥がこの河川敷に越冬のた
めにシベリアからくるそうです。私自身は見たことな
いですが、2015年ぐらいから毎年年末年始にかけて来
ているそうで、それを聞きつけた所謂写真マニアの
方々が遠方からわざわざ島本町のこの河川敷に集まる
そうです。今年も数羽来ていたそうです。 
 



 

◎ニコニコ箱報告 

・春のライラへのご参加宜しくお願い致します。 
東大阪東RC  大橋 秀典 様 

            東大阪東RC  戸田 尊文 様 

・ちょっといい事ありました。大学受験、長男が、京都 
大学工学部に現役合格しました。      坂野君 

・今週末は IMです！お忘れなきようお願いします。
3/16(土)  受付開始 13：30～ 

ホテル阪急エキスポパーク           伊藤君 
・卓話をお聞き頂き有難うご座居いました。  松下君 
・卓話をきいて頂きありがとうございました‼ 長井君 

 

        本日の合計  ￥   23,000- 

      7/1よりの累計  ￥ 1,732,000- 

 
◎R 財団への寄付 

井前 憲司君 ￥5,000-  

 

        本日の合計  ￥   5,000- 

      7/1よりの累計   ￥ 685,000 - 

           一人当たり平均 ＄119.76 

 

◎米山奨学会への寄付 

 松下 浩章君 ￥5,000-  

 

本日の合計   ￥   5,000- 

      7/1よりの累計     ￥  595,000- 

            会員より ￥ 340.000- 

            ｸﾗﾌﾞより ￥ 255,000- 

                       一人当たり平均 ￥11,442- 

 

◎青少年育成基金への寄付 

 井前 憲司君 ￥5,000- 伊藤 智秋君 ￥5,000- 

 長山 正剛君 ￥5,000- 

 

本日の合計 ￥ 15,000-  

      7/1よりの累計 ￥  630,000- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当の方々と面談して取り組みのお話を聞いてまい
りましたが、こちらが恥ずかしくなるぐらいのお金と
人をつぎ込まれて運営されてるとのことでした。商工
会議所も関わっておられるとお聞きしております。 
 
弊社は、本業は高槻市・島本町を基本とした不動産

業ではありますが、島本町が福祉や教育、子育ても含
めた魅力的な町になれば、きっと町の価値が高まり、
そして土地の値段も上がってくれれば良いな～と思
いこの様な取り組みも頑張っているところでござい
ます。 
 
それと、最後になりますが、島本町にインバウンド

の人たちにも来てほしいな～と言う事で「ボンド」と
言うゲストハウスも作りまして運営しております。 
 
先程の「島本町のシェアリングエコノミー」におい

てはこのような施設も必要だろう！と言う事で細々
ではありますが松下建設で運営させていただいてお
ります。 
 
最後までご清聴ありがとうございました。 

 

◎3/13 卓上花 

チューリップ 

…恋の宣言・博愛・名声 

デルフィニウムプラチナブルー 

…清明・慈悲 

 


