
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◎出席報告 

 

◎ ソング・・・それでこそロータリー 
◎ 卓話  稲富 博文 君 
   「 私が伝えられるパワーポイント 」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3167 回 本日（5/29）の例会 

   

◎ 国歌・・・・君が代 
◎ ソング・・・奉仕の理想 
◎ 優良従業員表彰 
◎ 誕生、結婚、入会記念月御祝 
◎ 創業記念月御祝 
◎ 委員会例会 
◎ 例会後の行事 

   6 月度定例理事会  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3168 回 次週（6/5）の例会 

No.44  2019 年 5 月 29 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 45 名 93.75 ％ 

前々回例会補正後出席率  91.11 ％ 

但し、 Mup 4 名   欠席者 4 名 

出席規定摘用免除有資格者 5 名 

 

 

 

 

 

5月は青少年奉仕月間 

先週（5/22）の例会から 

◎ゲスト・ビジター            計 3 名 
 

国際ロータリー第 2660地区ガバナー補佐エレクト  
古城 紀雄 様   千里 RC   国際教育 

 
公益財団法人 高槻市都市交流協会 
  副主幹  岡野 明洋 様 
       大田 祐也 様 

      
 

◎会長の時間  
 
「ファッションレンタルサービス」をご存知でしょ

うか？ 
月極で洋服やブランド物のバッグをレンタル出来

るサービスだそうです。男性も女性も年齢も関係なく
利用できるサービスで、レンタルする洋服のグレード
を選び、性別、年齢、サイズ、好みを入力するとレン
タル屋さんがコーディネイトした服を送ってきてく
れるそうです。 
その服を着て洗濯もせずに送り返すだけ。服を買う

手間、組み合わせるセンス、洗濯する手間、保管する
場所が不要になります。勿論男性用ではスーツなども
レンタル出来るようです。折角買った服なのに「似合
わない」とか「ダサイ」と言われなくて済むメリット
もあるそうです。 
私達の世代だと「レンタルしてまで身に付けたいか

な？」と思いますが、若い人達からは「買ってまで持
ちたいかな？」とか「だから古臭いものを大事に持っ
ているのね」とか言われそうです。 
スマホやインターネットで申し込みをして、カード

番号を入力して毎月引き落としになって、配達しても
らって、コンビニで返品します。 
あるブランド物のバッグをレンタル出来る会社に

登録すると、街を歩いていてショーウィンドウの前で
足を止めるとすぐにそのブランドのバッグをお薦め
するメールが入るそうです。便利といえば便利な世の
中になったものですが、個人情報が筒抜けで恐ろしい
ように思います。 
最近はこの業界が拡大しているようで、不動産会社

エイブルとエアークローゼットが組んで、エイブルで
賃貸契約をした女性客限定で、無料で洋服のレンタル
が出来るサービスも展開されているといいます。会社
が福利厚生で利用する例もあるそうです。 

 

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 
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高槻ロータリークラブ 

 

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


  これらは決して新しい業種ではなく、江戸時代では
下着もふとんも全部貸してくれる「損料屋」が繁盛し
ていました。 
物凄い勢いで世の中が進歩していると思っていた

ら、物凄い勢いで時代が逆行しているような気がしま
す。今月は青少年奉仕月間です。青少年に活躍の場を
用意するのが私達の役割だと思います。 
 
 
◎幹事報告 
・高槻市交通安全推進協議会より「高槻市交通安全推

進協議会副会長の交代について（通知）」が届いて
おります。 

・2018-2019 年度春の RYLAセミナーのホストクラブ東
大阪東ロータリークラブより「春の RYLA セミナー
終了のお礼」が届いております。 

・高槻西 RCより「高槻西ロータリークラブ 30周年記
念事業」のチラシが届いております。皆様へ配布し
ておりますので、ぜひご参加下さい。 

・高槻西 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。 

・吹田江坂 RC より「2018-2019 年度 IM 第 2 組ロー

タリーデー記録 DVD」が届いております。詳しく

は事務局へご確認下さい。 

・高槻まつり振興会より「高槻まつり協賛金のお願い」

が届いております。昨年実績は￥52,000-でした。

回覧を回しますので、お 1人様￥1,000-以上のご協

力をお願いいたします。 
 
 
◎第 1 回ガバナー補佐訪問 
 

国際ロータリー第 2660 地区 2019-2020 年度 

         ガバナー補佐 古城 紀雄 様 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・松尾ガバナー補佐の後を受けて、大役を授かりまし

た。若輩者ですが、地区の皆様と一緒に勉強し、育
っていくというスタンスで、各クラブを訪問させて
いただいております。今まで 2回ほど、松尾ガバナ
ー補佐の訪問に同行させていただきましたが、本日
は独り立ちしての訪問となります。次年度の入谷年
度に向けて、伊藤年度の輝かしい足跡をさらに伸ば
していかれる事と思います。入谷様の温厚な人柄と
小阪様の頭脳明晰さはとても良いコンビではない
かと思っております。今年度幹事の石田様からは、
たくさんの写真をいただきまして、誠にありがとう
ございました。高槻ロータリークラブは、伝統と実
績に培われた堂々たる 2組を代表するクラブでござ
います。伊藤年度に引き続き、入谷年度も結束して
活動していただきたいと念じております。私自身は
皆様のお手伝いをさせていただきながら、勉強させ
ていただく所存でございます。何卒宜しくお願い申
し上げます。 

◎国際ロータリー2019 年規定審議会報告  山口 誠 

 

2019年 国際ロータリー 規定審議会が、2019.5.14.
～18にシカゴで開催され、 
117件の立法案のうち 50件が採択された。 
 次年度（2019年 7月 1日）から施行される。 
 7月以降に各クラブの賛否を問い、確定したものは 9
月以降にマイロータリーに 
掲載されて、知ることが出来る。 
 当クラブの定款と細則の改訂作業は、その後に行われ
る予定。 
 
採択された制定案のうち、クラブに関係するもの 
＊ 欠席のメークアップに関する規定を改定する件（賛

成 286、反対 217） 
   例会の前後 14日の規定を、同年度内（6月 30日

まで）に変更する。 
＊ クラブ年次総会において、予算と年次報告の発表を

求める件（賛成 408、反対 102） 
   年次総会において、役員選挙以外に、現年度中間

報告と前年度決算を報告する。 
＊ クラブの会員身分に関する規定を改正する件（賛成 

320、反対 125） 
 公職に就いている首長の入会を認める。 

＊ 会員身分に関する規定を改正する件（賛成 305、反
対 204） 

   「同一職業分類の人数制限」を廃止し、「多様性を
推進する均衡の取れた会員構成」を追加する。 

＊ RACが RI に加盟する件（賛成 381、反対 134） 
   RI 会員をロータリークラブとローターアクトク

ラブとする。 
 人頭分担金は RI 理事会が決定。 

＊ 人頭分担金を増額する件（賛成 333、反対 174） 
   2020－21 年度から 2022－23 年度まで、年に 1 ド

ル増額する。 
  

 

◎65 周年記念事業実行委員会 

             実行委員長 川面 智義 

 

・まもなく 65 周年記念事業を迎えるにあたり、会員の
皆様にご協力のお願いがございます。6 月 12 日の記念
式典につきましては、ご家族の同伴をお願いしたいと
思います。ご家族が出席いただくことにより、会場の
場が和み、和気藹々とした雰囲気づくりができるので
はないかと思っております。前回の回覧は一旦白紙に
戻して、再度回覧を回します。ご家族のロータリーク
ラブへの関心を高めることをきっかけとして、クラブ
の発展の起爆剤にしたいと考えております。会長をは
じめ実行委員会のメンバーが一生懸命準備を進めて
おりますので、ご協力をお願い致します。 

記念行事につきましても、会員全員登録と、多数の同
伴者の出席にご協力をお願い致します。 

 

＊記念式典・祝賀会＊ 

【日 時】2019 年 6 月 12 日(水) 15：00～ 

【場 所】ホテルグランヴィア大阪 20F 名庭 

【登録料】会員￥20,000－ ご家族￥10,000－ 

【ドレスコード】ネクタイ着用 

 

 ＊記念行事＊ 

【日 時】2019 年 6 月 15 日(土)10：00～ 

【場 所】高槻現代劇場大ホール 

【登録料】無料 

【ドレスコード】ネクタイ着用 

 

 

 



 

 

  

◎委員会報告 

〇クラブ研修委員会          西澤 直紀 

・本日 18 時より情報集会を開催致します。今回の情報
集会のテーマと前回の情報集会の山口会員の講話
（参考）を、昨日メールもしくは FAX にてご案内さ
せていただいておりますので、ぜひご一読の上ご参
加いただきますようお願い致します。テーブルごと
でグループワークをした後、発表となります。 

 

 

 

◎卓話 

 

「 高槻市と姉妹都市『トゥーンバ市』 」 

   

公益財団法人 高槻市都市交流協会 
          副主幹 岡野 明洋 様 
              大田 祐也 様 
 
皆様、ただいまご紹介いただきました、公益財団法

人高槻市都市交流協会、事務局副主幹の岡野と申しま
す。本日は貴重なお時間をいただきありがとうござい
ます。私の方からは「姉妹都市トゥーンバ市について」
というテーマでお話をさせていただきたいと思いま
す。 
 
まず、私ども高槻市都市交流協会の案内をさせてい

ただきますと、私たち都市交流協会は「姉妹都市等の
交流を通じて、活力あふれる地域社会の形成」を目的
として各種事業を行っております。 
 
次に、高槻市の海外姉妹都市・友好都市について紹

介させていただきます。 
現在、高槻市は海外３都市と姉妹都市・友好都市提

携を結んでおります。 
フィリピンのマニラ市、中国の常州市、オーストラ

リアのトゥーンバ市となっております。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
今回お話させていただくオーストラリアトゥーンバ

市ですが、高槻市との姉妹都市提携は１９９１年、実
に２８年の間、両市民の交流が続けられています。 
また、この間、高槻ロータリークラブ様は東トゥーン
バロータリークラブと平成１７年にツインクラブ協定
を結んでおられます。 

 
     

次に、トゥーンバ市はオーストラリアのどこにある
かといいますとオーストラリアの北東部にあります
クイーンズランド州、この南の方にありますのが州都
ブリスベンになります。 
 
ブリスベンまでは関西国際空港から直行便で約１０
時間ほどですが、ブリスベンの西１２０km、車で２時
間ほどのところにあります。グレートディバイディン
グ山脈の内陸側、標高約７００メートルのところにあ
りまして、ここより内陸部は砂漠地帯になります。 
 
気候は砂漠の気候と高山の気候を併せ持つと言えば
いいのでしょうか、四季はありますが、降水量が少な
く水不足になりやすいという特徴があります。またト
ゥーンバの周辺は「ダーリングダウンズ」と呼ばれる
大農業地帯で、トゥーンバはその中心地ということに
なります。 
 
ちなみに「toowoomba」というのは先住民族アボリジ
ニの言葉で「沼・湿地」を意味します。 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
次に、トゥーンバの面積と人口についてですが、普

段、我々がトゥーンバと呼んでいる地域を管轄する地
方公共団体の正式名称は、「トゥーンバ市 Toowoomba 
city」ではなく「トゥーンバ地域自治体 Toowoomba 
RegionalCouncil」となっております。「トゥーンバ市」
と「高槻市」の姉妹都市提携から１７年後の２００８
年にトゥーンバ市は近隣の８つの自治体と合併して
「トゥーンバ地域自治体」となりました。元々のトゥ
ーンバ市 toowoomba City はこの赤色の部分となりま
す。 
この赤色部分の面積は約１１８㎢で高槻市の１０

５㎢とそんなに変わりません。それが合併により現在
のトゥーンバ地域の面積は１２，９７３㎢と約１００
倍に広がりました。日本に置き換えると、高槻市が市
町村合併により、四国の３分の２の面積になったと考
えてもらうとわかりやすいかもしれません。スケール
が違いますよね。ちなみに、オーストラリアの地方自
治体の合併は日本と違い、自治体の意思ではなく州の
法律で定められます。このトゥーンバ地域の人口は約
１６万人、元トゥーンバ市の赤色部分に約７割の１０
万人程度が住んでいます。 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Toowoomba City 

Toowoomba Regional 



  さて、次にトゥーンバ市の特徴についてですが、ト
ゥーンバ市は庭園都市（ガーデンシティ）とも呼ばれ
る自然が豊かな街でもあり、大学や高校などの教育機
関も多いことから学園都市（キャピタルオブユニバー
シティ）とも呼ばれています。 
また、毎年９月にはフラワーフェスティバルと呼ば

れるイベントが開催され、大変な賑わいを見せます。 

 

 

 

 

 

 

 

以上がトゥーンバ市の紹介となります。 
  
さて、結びとなりますが高槻市とトゥーンバ市の姉

妹都市交流についてお話させていただきたいと思いま
す。 
 
姉妹都市提携のきっかけですが、大阪府とクィーン

ズランド州との友好提携合意書交換の際、大阪府を介
して高槻市とトゥーンバ市との友好関係促進について
打診がありました。 
 その後、お互いに情報交換を行い、トゥーンバ市か
らの要請で昭和６３（１９８８）年９月に当時の江村
市長が同市を訪問、平成元年（１９８９）９月には当
時のトゥーンバ市長が本市に来訪するなど友好を深め
てきました。 
 また、市民レベルでの交流も活発に行われる中で、
平成３（１９９１）年１１月１３日に姉妹都市提携の
調印が行われ、そこから、２８年の間、様々な形で両
市民の交流が行われて 
まいりました。 
 
例えば昨年でいいますと、文化作品交流として、こ

れは毎年高槻光栄社様が主催する国際交流写真展で、
トゥーンバ市の写真家から送られてきた作品です。 

 

 

 

 

 

 

 

こちらは高槻市とトゥーンバ市のサッカー連盟のあ
いだで行われてたスポーツ交流の様子です。２年に一
度お互いを訪問する相互交流が行われており、昨年は
高槻市の少年少女がトゥーンバ市を訪問しました。 

 

 

 

 

 

また、昨年は高槻市制７５周年を記念して、トゥー
ンバ市がアボリジニのパフォーマーを派遣してくださ
り、各学校で交流を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

そして、昨年発生した大阪北部地震の被災支援のた
め、約１３０万円の災害寄付金がトゥーンバ市長より
送られ、高槻ロータリークラブ様のご協力の下、受領
をいたしたところでございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

このように今日まで多様な形で両市の友好の絆は深ま
ってまいりました。 
 
以上で私の話は終わりますが、 
 
２０２１年に３０周年を迎える両市の姉妹都市交流に
今後も皆様のご理解とご協力を賜れば幸いです。ご清
聴ありがとうございました。 
 
 
 
◎例会後の行事 

〇情報集会開催（於：山水館） 

 18：30～19：00 

 参加人数 26 名 

 
〇新入会員歓迎会（於：山水館） 
 19：00～21：00 
 参加人数 26 名 

 

 

 

 



 

 

 

◎ニコニコ箱報告 

・60 周年記念事業「未来塾」も、5月 20 日の最終報告会で  

 とどこおりなく終える事が出来ました。報告会には多数

参加いただきありがとうございました。また、この 5年

間ご協力いただいた方々、関係者の皆様に感謝申し上げ

ます。                   藤井君 

・ガバナー補佐エレクト古城様、高槻 RCへの訪問ありがと

うございます。               入谷君 

・古城ガバナー補佐エレクト、ようこそお越しくださいま

した。岡野様、大田様、ありがとうございました。 

石田君 

・古城ガバナー補佐エレクト、ようこそお越し下さいまし

た。高槻市都市交流センター 岡野様、大田様、卓話をあ

りがとうございました。          伊藤君 

・古城ガバナー補佐エレクト様、今後ともよろしく御指導

お願いいたします。ユンさんよろしくお願いいたします。                        

小阪君 

・本日は都市交流協会の岡野様、大田様、大変ありがとう

ございました。これからも高槻 RCとの交流もよろしく。 

                       倉本君 

・2019-2020年度古城ガバナー補佐、1年間 IM2組 15クラ

ブ御指導の程よろしくお願い申し上げます。  松尾君 

・大木君 

 

        本日の合計  ￥   43,000- 

      7/1よりの累計  ￥ 2,201,000- 

 
◎R 財団への寄付 

藤井 敏雄君 ￥5,000- 入谷 治夫君 ￥5,000- 

石田 佳弘君 ￥5,000-  

 

        本日の合計  ￥  15,000- 

      7/1よりの累計   ￥900,000- 

           一人当たり平均 ＄160.71 

 

◎米山奨学会への寄付 

 大木 城司君 ￥5,000-   

 

本日の合計   ￥    5,000- 

      7/1よりの累計     ￥  730,000- 

            会員より ￥  475,000- 

            ｸﾗﾌﾞより ￥  255,000- 

                       一人当たり平均 ￥14,600- 

 

◎青少年育成基金への寄付 

 倉本 進 君 ￥100,000-  

 

本日の合計 ￥ 100,000-   

      7/1よりの累計  ￥ 820,000- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎5/22 卓上花 

サンダーソニア 

 … 祝福の音色 


