
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◎出席報告 

   

◎ ソング・・・日も風も星も 
◎ 卓話    岩﨑 貞治 君 

「 私の履歴書 」 
卓話   内本  繁 君 

      「 オープンたかつきについて」 

◎例会後の行事  

   65 周年実行委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3163 回 本日（4/24）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    塚本 正勝 君 
     「        」 
◎ 例会後の行事 

   5 月度定例理事会  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3164 回 次回（5/8）の例会 

No.40  2019 年 4 月 24 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 

50 名 36 名 72.30 ％ 

前々回例会補正後出席率  95.65 ％ 

但し、 Mup 7 名   欠席者 2 名 

出席規定摘用免除有資格者 4 名 

 

 

 

 

 

4月は母子の健康月間 

先週（4/17）の例会から 

◎ゲスト・ビジター           計 0 名 
 
  

 

◎会長の時間  
 
先週、彦根城で観桜会をしました。クラブ運営委員

会の皆様のおかげで、ライトアップされた満開の桜を
楽しむことが出来ました。高槻ロータリークラブの観
桜会が「満開」の時期とぴったり合うのは非常に珍し
いことでございます。大変に楽しい会となりました。
ありがとうございました。 
 
4 月 13日地区研修・協議会がございました。縮めて

「地区協」と言います。ロータリー用語で、あちこち
で耳にされると思います。ロータリーにはクラブをま
とめる「地区」があります。「地区」とは国際ロータリ
ー第 2660地区の略です。 
「地区協」では、次年度の会長・幹事・SAA・各委員長
が一堂に会し、来年度の IR 会長、ガバナーのご挨拶
や方針、テーマなどの説明が行われます。クラブの各
委員長は「地区協」での方針を踏まえて、来年度の活
動計画を立てます。漠然として退屈そうに聞こえます
が、これがなかなか面白いのです。ロータリーが何で
あるかの一端を知ることが出来ますし、テレビに出 
てくるような有名な経営者にもお目にかかれますし、
紡がれる人間模様なども大変興味深いものです。 

※5 / 1 は、定款による休会 

※5月の誕生・結婚・入会・創業 記念月御祝は、 
5/8（水）例会にて行います。 

 

 

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 

 

WEEKLY BULLETIN 

２０１８～２０１９ 

  

高槻ロータリークラブ 

 

 

◎Ｒ財団表彰 

 

西田 直弘 君 
  第 5 回 マルチプル・ポール・ハリス・フェロー 
 

河合 一人 君 
  第 4 回 マルチプル・ポール・ハリス・フェロー 

 

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


  （例えば、現在のガバナーは小倉屋山本の社長です。先
週の吹田ＲＣ創立記念式典ではマロニーちゃんにお会
いしました。阪大の教授もおいでになりますし、パナソ
ニックの重役さん達はまとめて揃っています。地域や職
種が違うとなかなかお会い出来ない方々だと思いま
す。） 
日常と異なる世界に足を踏み入れるのは新しい刺激

です。地区協議会に参加する為には、会長・幹事・ＳＡ
Ａ・職業奉仕・社会奉仕・国際奉仕（及び財団担当、米
山担当）・青少年奉仕の委員長になるか、地区委員になる
必要があります。是非、入谷年度で準備をされ、井前年
度を目指して頂きたいと思います。ロータリーに入会し
た以上、これは経験しておかれるとよいと思います。 
 
 

◎幹事報告 
・IM 第 2 組松尾ガバナー補佐が 4 月 4 日(水)高槻市役
所を訪問し、国際ロータリー第 2660 地区補助金義捐
金 60 万円を、高槻市の復興に役立てて頂けるよう高
槻市長にお渡し致しました。高槻市より「御礼状と寄
付金証明書」が届いております。 

・吹田 RC より「60 周年記念式典の御礼状」が届いてお
ります。 

・大阪ユニバーサルシティ RC より「例会変更のお知ら

せ」が届いております。詳しくは事務局へご確認下さ

い。 

・大阪大淀 RC より「臨時特別休会のお知らせ」が届い

ております。詳しくは事務局へご確認下さい。 

・大阪帝塚山 RC・大阪天王寺 RC・大阪平野 RC より

「例会場名称変更のお知らせ」が届いております。詳

しくは事務局へご確認下さい。 

・摂津 RC より「例会休会・事務局 GW 休業のお知ら

せ」が届いております。詳しくは事務局へご確認下さ

い。 

・高槻東 RC より「例会変更のお知らせ」が届いており

ます。詳しくは事務局へご確認下さい。 

・高槻市交通安全推進協議会より「平成 31 年度理事会・

総会の報告書」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。 

・高槻現代劇場より、高槻現代劇場にて開催されるイベ
ントのチラシが届いております。後方テーブルに置い
ておりますので、ご自由にお持ち帰りください。 

 

 

◎委員会報告 
〇青少年奉仕委員会          内本  繁 
・2018－2019 年度インターアクトクラブ新入生歓迎会
及び第 4回合同会議が開催されます。回覧を回します。
多数の皆様にご参加頂きますようお願い申し上げま
す。 

【日  時】2019年 6月 9日(日)  

 新入生歓迎会  10：30～16：00（受付 30分前より） 

 第 4回合同会議 16：00～17：00 

【開催場所】大阪市立信太山青少年野外活動センター 

【登 録 料】インターアクター及び顧問   1,000円 

ローターアクター及び特別参加者 1,000円 

ロータリアン         3,000 円 
※当クラブより参加される方は、登録料は
クラブで負担させていただきます。 

 

 

 

 
 

〇職業奉仕委員会         西本 恵美子 

・優良従業員表彰を 6 月 5 日(水)例会にて行います。 

本日例会ポケットに優良従業員表彰の推薦書を入

れております。皆様の会社で、永年に亘り顕著な功

労の成果をあげ、職業奉仕に貢献された従業員の方

を、1 社につき 1 名ご推薦いただきますようお願い

致します。5 月 8 日（水）を提出期限とさせていた

だきますので、ご協力よろしくお願い致します。 

 

〇国際奉仕委員会          白石 純一 

・2018-2019 年度ロータリー財団寄附当クラブ目標 1

人あたり 220 ドルだが 2 月末時点 87 ドル、ポリオ
プラス寄附当クラブ 1 人あたり目標 50 ドルだが 2

月末現在 43 ドル（5,000 円/1 人寄附を頂いている
がドル換算の為 50 ドルに満たず）、米山寄附当クラ
ブ 1 人あたり目標 20,000 円・地区からの要請
30,000 円だが、2 月末時点 6,900 円となっておりま
す。クラブの目標金額を達成できるよう、皆様ご協
力をお願いします。 

 

〇クラブ運営委員会         河合 一人 

・4 月 10 日(水)移動例会後に観桜会を実施いたしまし
た。今年度の観桜会の企画は、全国的にも極めて保
存状態の良い城跡彦根城の桜と城下町の風情を、屋
形船からまた散策しながら楽しむという企画で実
施させていただきました。当日はあいにくの雨模様
でしたが、とても有意義な時間を過ごすことが出来
たのではないかと思っております。多数の皆様のご
参加に心より感謝申し上げます。 

 

 

◎松尾ガバナー補佐より 

・ロータリー財団・ポリオプラス・米山財団への寄附
が目標額に達しておりません。強制は致しません
が、今年度残り 3 か月ございますので、65 周年を
迎える歴史と伝統のあるクラブの名に恥じぬよう
皆様にご協力頂きたいと思っております。何卒よろ
しくお願い申し上げます。 

 

 

◎井前会員より 

・馬渕会員の奥様 辻ひろ子様が、朗読会を開催され 
す。皆様ご参加頂きますようお願い申し上げます。 

【日 時】2019 年 5 月 4 日（祝・日） 

開場 14：00 開演 14：30 

【場 所】大丸心斎橋劇場（大丸心斎橋北館 14 階） 

【入場料】3,000 円(当日 3,500 円) 

【申し込み・お問合せ】 

       TEL:689-3673 FAX:072-689-3674 

 

・川畑会員無事手術が成功されたそうです。1 日も早
くご回復されることをお祈り申し上げます。 

 

 

◎ロータリーの友誌 

・今お使いのパソコン・スマホ・タブレットからロー
タリーの友誌電子版がご覧いただけます。アクセス
方法はロータリーの友誌 4 月号表紙裏面に記載さ
れております。ウェブサイトにアクセス後、ID と
パスワードのご入力が必要となります。ご不明な点
がございましたら、事務局へご確認下さい。 

【 I D 】rotary  

【パスワード】rotary 

  

tel:689-3673


各位           

2019 年 4 月 17 日 

   65 周年記念事業実行委員長 

                      川面 智義  

「実行委員会の進捗状況」報告 

早くも、記念事業開催まで残すところ 2 ヶ月となりました。お陰様で会員実行委員各位の実行力

で、順調に準備万端で進行しています。 

皆様の努力に心から感謝いたします。 

ここでは、本日までの実行委員会の進捗状況を報告しておきます。 

１）65 周年記念事業を進捗にあたり基本としたこと 

①高槻ロータリークラブが 65 周年を迎えるに当たり、まず認識すべきは各時代のクラブ運営

は各先輩達のゆるぎなき創立精神基盤に立った情熱と活力ある行動力で歴史と伝統が積み

重ねられてきたことに先ずもって理解して臨まなくてはならない。 

従って 65 周年記念事業は、祝賀会 記念行事、共に、「なるほど歴史と伝統」の重みある又

活力あるクラブだと列席される方々に感じて頂けるイベントとして開催しなければならな

い。 

②65 周年記念事業は、欠かせない必要な事業だから開催するのである。時代の流れと共に、豊

かな文明社会での社会奉仕から精神文明社会を支える心の奉仕へと新たな奉仕の価値観構

築へと当クラブも方針を変革してきた流れの中での 65 周年記念事業であるという立ち位置

を明確にした進捗を展開してきたし、プログラム作りをしてきました。 

具体的には、 

・50 年までは、超我の精神に基づく社会奉仕であった 

・ 50 年～は、青少年育成、目標は国際人を育てることを目標にし、具体的には高槻市教   

 育委員会主催市内中学生弁論大会優秀者を友好クラブの、オーストラリア・トゥ―ンバイ―ス

ト・ＲＣへのホームステイ相互交換受け入れ事業を行った。 

・55 年は、保育園児を対象にした「いのちキラキラ」支援 

・60 周年は、新世代育成「高槻未来塾」を創設 高校生を対象に支援 

以上の流れのなかでの 65 周年記念事業であり継続事業である。 

２）65 周年に掲げる「高槻ロータリークラブ青少年育成基金事業」の創設 

コンセプト 

① 高槻未来塾で活動してきた経過を鑑み、この事業をなお一層充実させ地域社会に貢献する

ことを目標とする。 

② 事業内容は高槻市島本町に存在する小中高の生徒個人、団体及び高槻ＲＣ会員の推薦に対

し素晴らしい結果又は名誉ある行動に表彰する。       

③ 選考・審査は高槻市教育委員会の指針指導及び高槻ＲＣ会員の推薦による。 

④ 基金は会員のドネーションとし年間 100 万円位のドネーションを目標とし（年間一人 2 万

円位）をお願いする。     

⑤ 上記基金は支援事業に加えて、70 周年記念事業に向けての積み立ての一部とする。 

⑥ 5 年間の継続事業として取り組む 

以上により 65 周年記念事業を成功させると共に今後の有益な事業に取り組みましょう。

皆様のご協力をお願いします。                   

以上 



 

  



 

 

  

◎卓話 

 

「 大阪北部地震を振り返って 」    

                  早川 博之 

 

 
2019年4月17日

早川 博之

[大阪北部地震を振り返って]

 

[大阪北部地震]

地震の概要

（１）発生日時：2018年6月18日

７：５８

（２）震源及び規模

場所：大阪府北部

規模：マグニチュード６．１

震源の深さ：１４ｍ

（３）各地の震度

震度：６弱

高槻市、枚方市

茨木市、箕面市

大阪市北区

震源

 

[地震の特徴」

「直下型地震」（私たちが生活している場所の真下で発生する地震）

（一般的な特徴）

• 大きな縦揺れ

•揺れている時間が短い

•縦揺れ（※）が続く

※下から「ドン」と突き上げるような揺れ

（被害の一般的な特徴）

・被害の範囲が比較的狭い

・地震が小さくても被害が大きい

・被害発生までの時間が短い

（参考）

「海溝型地震」（海底にあるプレートの境界で発生する地震）

（特徴）小さな横揺れから始まり、

長くゆっくりとした大きな横揺れが続く

活断層のズレ

陸の      
跳ね上 る

 

 

 

[気づき]

⑥地域貢献

（参考）

●一般的な食料・飲料・生活必需品などの備蓄 ●家具の固定

◾飲料水 3日分（1人1日3リットルが目安）

◾非常食 3日分の食料として、ご飯（アルファ米など）

ビスケット、板チョコ、乾パンなど

◾トイレットペーパー、ティッシュペーパー・マッチ

ろうそく・カセットコンロ など

※ 大規模災害発生時：「1週間分」の備蓄が望ましい

※ トイレを流したりするための生活用水も必要。

日頃から水道水を入れた      を用意するなどの備えも。

 

[気づき]

①地震の名前

「大阪北部地震」

「大阪府北部地震」

「大阪府北部の地震」 ⇒ 正式には無し！？

「大阪府北部を震源とする地震」

（気象庁が名前を付ける基準）

①「陸で起きた地震ではＭ７・０以上（震源の深さが１００キロ以浅）で

最大震度５弱以上」

「海で起きた地震ではＭ７・５以上（１００キロ以浅）で、

最大震度５弱以上または津波２メートル以上」

②「全壊１００棟程度以上など顕著な被害があった場合」

③「群発地震が起きて被害が大きかった場合」

 



 

 

◎ニコニコ箱報告 

・結婚記念内祝 塚本君 

・入会記念内祝 浜田君 
・創業記念内祝 塚本君、馬渕君、 
         丸山君(創業 34周年、御祝の品ありがと

うございます) 

・皆出席内祝  藤井君（10年早いものでした） 
         河合君 

・先週無事退院して戻ってきました。ありがとうございま

した。                   浜田君 

・拙い卓話をお聞き頂き有難うございました。  早川君 

・市長当選おめでとうございます。       丸山君    

・同窓会（中学 20年連続参加 8 人・大学 35年連続参加 25

人・大学院 10年連続参加 3人）今年無事スミました。                                     

丸山君 

・皆様の御支援のおかげでちょっといい
・ ・

こと
・ ・

ありました。

ありがとうございました。          松尾君 

・観桜会に多数ご参加ありがとうございました。伊藤会長

黒どらありがとうございました。       大木君 

・観桜会たいへん楽しませていただきました。クラブ運営

委員会の皆さまありがとうございました。   内本君 

 

        本日の合計  ￥   68,000- 

      7/1よりの累計  ￥ 1,948,000- 

 
◎R 財団への寄付 

藤井 敏雄君 ￥5,000- 伊藤 智秋君 ￥10,000- 

河合 一人君 ￥5,000- 香西 徳治君 ￥5,000- 

丸山 俊郎君 ￥5,000- 松尾  浩君 ￥5,000- 

西田 直弘君 ￥10,000- 白石 純一君 ￥5,000- 

内本  繁君 ￥5,000-  

 

        本日の合計  ￥   55,000- 

      7/1よりの累計   ￥ 785,000 - 

           一人当たり平均 ＄142.73 

 

◎米山奨学会への寄付 

 井前 憲司君 ￥10,000- 香西 徳治君 ￥5,000- 

 丸山 俊郎君 ￥5,000-  

西田 直弘君 ￥10,000-（米山功労賞をいただいて） 

 大木 城司君 ￥5,000- 白石 純一君 ￥5,000- 

 

本日の合計   ￥  40,000- 

      7/1よりの累計     ￥  675,000- 

            会員より ￥  420,000- 

            ｸﾗﾌﾞより ￥  255,000-- 

                       一人当たり平均 ￥13,500-- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎4/17 卓上花 

カーネーション 

…熱愛・美しいしぐさ 

ブプレリューム 

…繊細な美しさ 


