
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◎出席報告 

   

◎ 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 
    「 建築用語から知る 」 
◎ 例会後の行事 

   5 月度定例理事会  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3164 回 本日（5/8）の例会 

   

◎ ソング・・・四つのテスト 
◎ 卓話  井前 憲司 君 
    「 日頃不思議に思っていること 」 
  卓話  香西 徳治 君 
    「 私の会社 」 
◎ 例会後の行事 

   第 5 回被選理事会  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3165 回 次週（5/15）の例会 

No.41  2019 年 5 月 8 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 35 名 79.55 ％ 

前々回例会補正後出席率  86.36 ％ 

但し、 Mup 8 名   欠席者 6 名 

出席規定摘用免除有資格者 6 名 

 

 

 

 

 

 

5月は青少年奉仕月間 

先々週（4/24）の例会から 

◎ゲスト                計 2 名 
 
米山奨学生 大阪産業大学 商学部 4 回生 

グエン・ティ・トゥイ・ユン 様 
 

指導教官 大阪産業大学 教授 浜崎 章洋 様 
  

 

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 

 

 
       ５月度 記念月御祝 

 

 ◎誕生記念 

    奥田 晴基君  羽根田茂子君 

    倉本 進 君  井前 憲治君 

    香西 徳治君  田渕 謙二君 

 

 ◎結婚記念 

   馬渕 晴彦・ひろ子御夫妻    47 周年 

   波々伯部廣行・久枝御夫妻    39 周年 

   松尾 浩 ・恵子御夫妻     39 周年 

   早川 博之・裕子御夫妻     25 周年 

   古川 大介・寿美御夫妻     24 周年 

   光本 智輝・あずみ御夫妻     3 周年 

 

 ◎入会記念 

   丸山 俊郎君      31 周年 

   田渕 謙二君      12 周年 

   西本恵美子君       8 周年 

   香西 徳治君       2 周年 

   塚本 正勝君       1 周年 

※5/22(水)   

情報集会    18：00～（於：山水館） 

新入会員歓迎会 18：30～（於：山水館） 

  ＊送迎バスは 17：30 高槻西武前京都銀行前発 

 
  

 

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


  

◎会長の時間 
 
昨年、「青少年保護の為の危機管理委員会」が発足し、

ロータリーでは各種ハラスメントに対する取り組みがな
されてきております。セクシャルハラスメントのポスタ
ーの掲示も促されておりますし、最近では青少年が参加
する場面などでは、閉会時の「手に手つないで」の自粛な
ども言われておるようです。 
 
本日は、「ロータリーにおける女性会員の誕生 」です。 

 1989年まで、国際ロータリーの定款と細則には、ロー
タリークラブの会員身分は男性に限ると記されていまし
たが、1978年、米国カリフォルニア州のデュアルテ・ロ
ータリー・クラブが、3 人の女性に入会を勧めました。国
際ロータリーの理事会は、このクラブが RIの定款に違反
したとして、その加盟認証を取り消しました。 
クラブはこれを、職場や公共施設における あらゆる形

の差別を防止するという市民権法に対する違反であると 
主張し、RIを相手に訴訟を起こしました。 
上訴裁判所とカリフォルニア州最高裁判所は、クラブ

が女性を入会させたというだけの理由でロータリーは加
盟を 取り消すことはできないという、デュアルテ・クラ
ブの立場を支持する判決を下しました。 
合衆国最高裁は カリフォルニア州裁の決定を支持す

る判決を下した上で、ロータリークラブは「事業目的」を
有するため、諸々の点で 公共的な側面を備えた組織であ
る と指摘しました。1987年のこの決定は、同様の「公共
施設」の法律を有する すべての管轄区域において、女性
がロータリアンとなることを認めるものでした。 
 1989 年の規定審議会で RI 定款に変更が加えられ、ロ
ータリーのすべてにおいて「男性に限る」の規定を削除
することが票決されました。それ以来、世界中のクラブ
や地区で女性が会員となり、リーダーとして活躍してい
ます。 
歴史的な出来事のように紹介しましたが、1989 年とい

えば、ほんの 30 年前のことです。そのことに驚きを感じ
ます。 
 
 
◎幹事報告 
・国際ロータリー第 2750 地区より『「ロータリーデー

2750 フェスタ 2019」のご案内』が届いております。 

 後方テーブルに置いております。参加を希望される方
は、事務局までお問合せ下さい。 

・八尾東 RC より「例会場変更のお知らせ」が届いてお

ります。詳しくは事務局へご確認下さい。 

・大阪堂島 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。 

・大阪北 RC より「例会休会変更のお知らせ」が届いて

おります。詳しくは事務局へご確認下さい。 

・大阪なにわ RC より「例会休会と例会日変更のお知ら

せ」が届いております。詳しくは事務局へご確認下さ

い。 

・御協力いただきました米山 100円募金は￥17,000-集ま
りました。4月 23日にお振込が完了いたしましたこと
ご報告いたします。御協力ありがとうございました。 

・御協力いただきました緑の羽募金は￥5,584-集まりま
した。4月 23 日にお振込が完了いたしましたことご報
告いたします。御協力ありがとうございました。 

 

 
米山奨学生 大阪産業大学 商学部 4 回生 

 グエン・ティ・トゥイ・ユン 様 
 

・皆さん、本日はありがとうございます。宜しくお願
い致します。ベトナムから来ました。家族は 4 人で
す。両親と妹と私。ホーチミン市から 40分位のド
ンナイで生まれました。ドンナイのお土産は生ミ
ルク、グレープフルーツ、マンゴスチンなどが有名
です。これから宜しくお願い致します。 

 
 
指導教官 大阪産業大学 教授 浜崎 章洋 様 

 

・この度は奨学金を頂くこととなり、皆様に御礼とご
挨拶をさせていただきたいと思います。ユンの日
本語がたどたどしいなと不安に思われてる方もい
らっしゃるかと思います。話す方はまだたどたど
しさが残っておりますが、読み書きは全く問題ご
ざいません。留学生でありながら、日本の販売士・
秘書検定・貿易実務検定の資格を取得しておりま
す。コミュニケーションも積極的にとれます。昨年
買い物弱者の調査の為、1 週間広島に滞在していた
際、地域住民の方々と積極的に声をかけておりま
した。その調査結果を 11 月に東京で発表致しまし
たが、500 人の学生を前にユンは堂々と報告してお
りました。ユンの積極的な所と勉強熱心な所をご
理解頂ければ、良さを分かって頂けるのではない
かと思っております。これからどうぞ宜しくお願
い致します。 

 

 

 

◎委員会報告 
〇クラブ運営委員会        大木 城司 
・情報集会と新入会員歓迎会を開催致します。情報
集会はクラブ研修の主催、新入会員歓迎会はクラ
ブ運営主催となります。回覧を回しますので、皆
様ご出席宜しくお願い致します。 
【日 時】 2019 年 5 月 22 日(水) 

        情報集会 18：00～ 

新入会員歓迎会 18：30～ 

【場 所】 山水館 

【会 費】 10,000 円 

【送迎バス】 高槻西武前京都銀行前 17：30 発 

創業記念月御祝 

  

田渕 謙二君  田渕・西野法律事務所 

    H.13.5      18 周年 

◎米山奨学生ご紹介 

 

 



 

 

  

◎卓話 

 

「 私の履歴書 」         岩﨑 貞治 

 

１． 初めに 
皆さま、こんにちわ。３月から深野の後任として入

会致しました大阪ガスの岩崎でございます。 
この度は、このようなお時間を取って戴きまして誠

にありがとうございます。 
また、高槻 RC での初めての卓話が自己紹介と言う

事で、大変気恥ずかしい思いと、緊張もしております
が、どうぞ、最後までよろしくお願い申し上げます。 
 

２． 経歴 
① 生年月日：1961年 4月 3日 丑年 58歳 
② 出 生 地：大分県大分郡湯布院町の片田舎 

     （現在の由布市） 
③ 家族構成：当時は両親と姉の 4人家族 

（3年前に父は他界ました） 
      現在は、愚妻と長男長女の 4 人家族 

（子供は就職し、夫婦２人暮らし） 
④ 学   歴 ：由布院小学校、湯布院中学校、大分舞  
⑤      鶴高等学校、同志社大学 
⑥ 職   歴：1984年 4 月に大阪ガス株式会社に入社 

      新築家庭用営業、既築家庭用営業、日本ガス 
協会出向、法人営業等を経験し、大阪リビン
グ営業部長、大阪ガス住宅設備(株)代表取
締役社長、大阪地区支配人、北部地区支配人
を兼務し 現在に至る 

 
３． トピックス等 
① 小学校 4年～中学 3年までの 6年間は軟式野球で

心と体を鍛えました。 
小学校では県大会出場、中学では 2 年生の時に全
国 3位となる。 

② 高校はラグビーの名門校である大分舞鶴高校へ
進学し、2年 3年と全国 3位。 

③ 大学では、同志社大学に進学し大学選手権 3連覇
の 2連覇に貢献。 
当時の有名な選手：大八木氏（同期）平尾氏（昨
年他界）東田氏（1 年後輩） 

④ 大阪ガス入社後も会社のラグビー部に 6 年間在
籍。Ａリーグ昇格ならず。 
 

４． 趣味 
ゴルフ、スポーツ観戦、旅行ぐらいです。是非、
ゴルフ誘って下さい。よろしくお願いします。 
 

５． 最後に 
縁あって歴史と伝統のある高槻ロータリーに入
会させて戴きました。ロータリーの目的である
「奉仕の理念」を理解し、実践できるようになり
たいと思っています。まずは、例会の皆出席を目
指して頑張りますので、どうぞよろしくお願い
致します。(了) 

 

◎卓話 

 

「 オープンたかつきについて 」  内本  繁  

 

 

 

オープンたかつき2019春
体験交流型観光プログラム

2019.4.24

 

オープンたかつき概要 1

南北に細長く伸びる高槻は、田園風景、商店街、工業地帯、里地里山など地域ごとに様々な表情を見せます。

自然、歴史、農業、グルメ、スポーツ、アート、

また、古代ロマンを抱く古墳から、戦国時代に活躍した人物とそのゆかりの地、

寺内町といった古いまちなみや街道など全国に誇れる歴史を刻んだまちでもあります。

こうした高槻の魅力をただ「見る」のではなく、体験し、地元の人と交流することであらたな良さを発見する。

そんな新しい観光スタイルを「体験交流型観光・オープンたかつき」と名付けました。

高槻市全域で「体験交流型観光」を実施します。

高槻ならではの資源を活用し、多彩な体験交流型の観光プログラムを実施します。

 

オープンたかつき概要 2

事業タイトル 体験交流型観光プログラム 「オープンたかつき2019春」

テーマ 市民が楽しみ、市外から人が集まる

実施期間 2019年4月下旬～2019年6月末

実施エリア 高槻市全域

実施形態

市内外の人が高槻の多様な魅力に触れ、観光することのできる、まち歩き等の体験型のプログ
ラムを展開。既存のイベント等とあわせ、複数のプログラムを一定期間に集中して開催する
・プログラムは無料と有料を設定
・事前予約を必要とする体験型・学び型プログラムを中心とした展開

料金 プログラムによって異なる 1プログラムあたり、無料～6,000円程度を予定

実施事業予定数 2019年4月下旬～2019年6月末 約30プログラムを予定

主催 オープンたかつき運営会議

事務局所在地
〒569-0071
高槻市城北町2丁目1-18 ミング阪急高槻内2F （公社）高槻市観光協会内
TEL：072-675-0081 FAX：072-675-0082 

 

No. 名称 参加費 定員 開催場所

18351
酒造りの歴史に触れながらできたての新酒に舌鼓を打つ

酒蔵見学会【壽酒造①9:00～】
2月14日 (木) 9:00 2,000円 20 壽酒造・清鶴酒造・三輪神社・清蓮寺

18352
酒造りの歴史に触れながらできたての新酒に舌鼓を打つ

酒蔵見学会【壽酒造②12:00～】
2月14日 (木) 12:00 2,000円 20 壽酒造・清鶴酒造・三輪神社・清蓮寺

18353
酒造りの歴史に触れながらできたての新酒に舌鼓を打つ

酒蔵見学会【清鶴酒造①9:00～】
2月14日 (木) 9:00 2,000円 20 壽酒造・清鶴酒造・三輪神社・清蓮寺

18354
酒造りの歴史に触れながらできたての新酒に舌鼓を打つ

酒蔵見学会【壽酒造②12:00～】
2月14日 (木) 12:00 2,000円 20 壽酒造・清鶴酒造・三輪神社・清蓮寺

18355
「山水館」の贅沢ランチと「安岡寺」の恒例行事　大護摩

供見学と火渡り体験
2月1日 (金) 10:30 2,800円 20 摂津峡　花の里温泉山水館、安岡寺

18356
”暮らし味わう”古民家カフェ「テマヒマ」で味噌ソムリエに学

ぶ人気の味噌づくり体験
2月5日 (火) 10:45 4,000円 10 テマヒマ

18357
富田の人気店「OYATUYA.ISU」でのカフェタイムと全国

各地の器や雑貨が集まる「カモシカ雑貨店」の見学
3月20日 (水) 13:30 1,200円 8 OYATUYA.ISU、カモシカ雑貨店

18358
予約必須のフレンチレストラン「Essence et gout」で野

菜たっぷりの特別ランチ
2月22日 (金) 11:45 3,000円 12 Essence et gout

18359
ミートモリタ屋直営店「godai」がお贈りするA5ランクの黒

毛和牛が楽しめる贅沢なランチタイム
2月6日 (水) 11:50 4,800円 25 godai

18360 ウイスキーエキスパートが厳選したウイスキーの飲み比べ 3月16日 (土) 17:00 2,000円 8 Bar ISLAY

18361 伝統文化に触れる1日　プロカメラマンによる着物での撮影 3月10日 (日) 9:45 10,000円 1 きしべ呉服店、慶瑞寺

18362 伝統文化に触れる1日　プロカメラマンによる着物での撮影 3月10日 (日) 12:30 10,000円 1 きしべ呉服店、慶瑞寺

18363 伝統文化に触れる1日　プロカメラマンによる着物での撮影 3月10日 (日) 15:00 10,000円 1 きしべ呉服店、慶瑞寺

開催日時

観光プログラム一例（「2019新春」実施プログラム抜粋） 3

 



 

  

ガイドブック イメージ 4

参考：2019年新春 表紙

＜中面イメージ＞

（配付先／対象）
・高槻市観光案内所、高槻市役所、高槻市内の公民館、JR高槻駅、阪急高槻市駅など
・プログラム協力先
・オープンたかつき2016秋～2019新春のプログラムに参加されたお客様

(仕様）
A4／12P／オールカラー：2万部（予定）

（完成予定日）
2019年3月22日（金）（予定）
＜表紙イメージ＞

参考：2019年新春 中面

 

公式ホームページ イメージ 5

インスタグラム イメージ スマートフォン イメージ

 

申し込みまでの流れ 6

ガイドブック、公式ホームページより参加したい観光プログラムを選択

当日の集合場所・時間等を確認

セブンイレブン店内のマルチコピー機
又はセブンチケットWEBサイトを利用し予約

オープンたかつき運営会議（高槻市観光協会）
へ電話で申し込み

当日受付

セブンイレブン店頭レジで支払い後、
チケット受け取り

プログラム当日にチケットを持参し参加

①セブンチケット予約のプログラムの場合 ②電話予約のプログラムの場合

 

壽酒造 国乃長 酒蔵見学 2019.2.14

 

山水館 「三好長慶と松永久秀」天野忠行天理大学准教授の講演
2018.6.3

 

ＪＴ生命誌研究館 ガイドツアー 2018.3.3

 

酉島製作所 工場見学 2018.10.18

 

ご清聴

ありがとうございました

 



 ◎ニコニコ箱報告 
・皆出席内祝  石田君（先週欠席しまして申し訳ございま

せん） 

         清水君 

・米山奨学生のユンさん、指導教官の浜崎先生ようこそ高

槻 RCにおこしくださいました。        入谷君 

・浜崎章洋様・グエン・ティ・トゥイ・ユン様ようこそお

いで下さいました。             石田君 

・ユンさん、ようこそおいで下さいました！   伊藤君 

・財団表彰をいただいて。           河合君 

・ユンさん、カウンセラーとして出来るだけお手伝いさせ

ていただきます。              篠原君 

・平成最後の例会で卓話をさせていただきましてありがと

うございました。              内本君 
 

        本日の合計  ￥   45,000- 
      7/1よりの累計  ￥ 1,993,000- 
 
◎R 財団への寄付 
井前 憲司君 ￥5,000- 石田 佳弘君 ￥5,000- 
河合 一人君 ￥5,000- 松尾 浩 君 ￥5,000- 
長山 正剛君 ￥5,000- 篠原 光子君 ￥5,000- 

 
        本日の合計  ￥   30,000- 
      7/1よりの累計   ￥ 815,000 - 
           一人当たり平均 ＄148.18 
 
◎米山奨学会への寄付 
 井前 憲司君 ￥5,000-  

片山美智子君 ￥5,000-（グエン・ティ・トゥイ・ユンさ

んようこそお越し下さいました。 

 松尾 浩 君 ￥5.000- 内本 繁 君 ￥5,000- 
長山 正剛君  ￥5,000-（ユンさん高槻ロータリーへ 

ようこそ）  

 

本日の合計   ￥   25,000- 
      7/1よりの累計     ￥  700,000- 
            会員より ￥  445,000- 
            ｸﾗﾌﾞより ￥  255,000- 
                      一人当たり平均 ￥14,000- 
 

◎青少年育成基金への寄付 
 入谷 治夫君 ￥5,000- 石田 佳弘君 ￥5,000- 
 片山美智子君 ￥5,000- 

 

本日の合計 ￥ 15,000-   
      7/1よりの累計 ￥ 685,000- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎4/24 卓上花 

シャクヤク …内気・恥じらい 

スターチス …永久不変・いたずら心 

 


