
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◎出席報告 

 
◎ ソング・・・四つのテスト 

 ◎ 各委員会委員長抱負・活動計画発表 

◎ 例会前の行事 

     2018-2019 年度決算理事会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3173 回 本日（7/10）の例会 

 

 
◎ ソング・・・それでこそロータリー 

 ◎ ６月度皆出席表彰 

 ◎ 委員会例会  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3174 回 次週（7/17）の例会 

No.2  2019 年 7 月 10 日 発行 

マーク・ダニエル・マローニー RI 会長 

 

 

 

ロータリーは世界をつなぐ 

 

会員数 出席者数 出席率 

48 名 40 名 84.21 ％ 

前々回例会補正後出席率  95.74 ％ 

但し、 Mup 8 名   欠席者 2 名 

出席規定摘用免除有資格者 3 名 

 

 

 

 

 

 

先週（7/3）の例会から 

◎ゲスト                計 4 名 
 
高槻東 RC 会長 近森 信人 様 歯科医 
高槻東 RC 幹事 宮崎 正人 様 ビル設備・ 

メンテナンス 
高槻西 RC 会長 中川 雄大 様 建築施工 
高槻西 RC 幹事 西川 知行 様 マンション経営 

 
◎ビジター               計 2 名 
 
 国際ロータリー第 2660地区 パストガバナー 

山本 博史 様 大阪南 RC  食品工業 
 
小原 勉 様 京都西南 RC ポンプ製造・販売 

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 入谷治夫 幹事 小阪大輔 クラブ運営委員長 内本繁 会報担当副委員長 大木城司 
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高槻ロータリークラブ 

 

◎新旧会長・幹事バッジ交換 
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◎会長の時間 

 
今年度高槻ロータリークラブの会長を務めます入谷

治夫です。どうぞよろしくお願いいたします。 
65 年の歴史と伝統ある高槻ロータリークラブの会長

を拝命する事は、身に余る光栄であると同時に身の引き
締まる思いでございます。その重責に緊張と同時に責任
を感じております。 
本日は新年度の第一例会に、山本博史パストガバナ

ー、高槻東ロータリーの近森会長、宮崎幹事、高槻西ロ
ータリーの中川会長、西川幹事、京都西南ロータリーの
小原様にお越し頂きありがとうございます。 
さて会長の時間ですが、私は伊藤前会長のように雄弁

ではありませんのでお聞きぐるしいと思いますが、この
一年お付き合いのほどよろしくお願いいたします。 
私は当クラブに入会して 10 年になり、また年齢はこ

の今月でちょうど 70 歳になります。この節目に会長を
引き受けることになったことも何かの縁と受け止め、微
力ではございますが会長職に邁進いたしますので、役
員、理事の方々、会員の皆様のご支援、ご協力をお願い
申し上げます。 
ところで今年度のＲＩ会長、マーク・ダニエル・マロ

ーニー会長のテーマは「ロータリーは世界をつなぐ」で
す。会長からのメッセージの中で「ロータリーは家族で
す。そうであるにも関わらず、会員組織の構造やリーダ
ーシップの要求などあることで、今日の若い職業人にと
ってはロータリーが手に届きにくい存在になっている
ようです」と。また「ロータリーは、家族との時間を犠
牲にするのではなく、家族との時間を補うような経験を
提供する場である必要があります」とおっしゃっていま
す。この意味を理解するに、今の若い世代の方々は家族
を大事にされています。家族との時間を犠牲にしてまで
ロータリー活動を行うのは良くないということでしょ
う。それならば家族と一緒になってロータリーの親睦、
奉仕活動を楽しんでいただければよいのではと思いま
す。当クラブのある会員は、クラブの家族会に配偶者と
必ず参加され、一緒にロータリーライフを楽しんでおら
れました。またある会員は、小学生の息子さんをクラブ
の奉仕活動に一緒に参加させておられます。私もそうで
すが、妻は春、秋、年末の家族会には必ず参加して、女
性会員や会員のご家族の方々との交流を楽しんでおり
ます。皆さん、ロータリー活動によって家族との時間を
犠牲にするのではなく、家族と共にロータリー活動をぜ
ひ楽しんでください。 
 
 
◎幹事報告 
・7 月ロータリーレート 1 ドル：108 円 

・上期の会費請求より、振込口座が変更となっており 

ます。請求書に記載の京都銀行の口座へお振込みをお
願い致します。 

・会員の皆様よりご協力いただきました高槻まつり協賛
金￥50,000-を、7 月 1 日にお振込いたしましたこと
ご報告いたします。皆様ご協力ありがとうございまし
た。 

・ロータリー財団への寄付金￥255,000－、ポリオプラ
スへの寄附金￥30,000-、米山奨学会への寄付金
￥135,000―を 6月 27日に振込致しました。皆様ご
協力ありがとございました。 

・茨木西ＲＣより「2018-2019 年度会長エレクト変更の
お知らせ」が届いております。2019-2020 年度会長は、
秋田典俊様より田村英明様へ変更となっております。 

・各ロータリークラブより「2019-2020 年度例会変更・
休会のお知らせ」が多数届いております。詳しくは事
務局へご確認下さい。 

 

 

 

◎委員会報告 
 
〇クラブ研修委員会         馬渕 晴彦 
・今年度のクラブ研修委員会の方針により、毎月配布

されるロータリーの友について、月に 1 回説明する
事となりました。本日は、ロータリーの友がどんな
ものかご説明させていただきます。ロータリーの友
は、1953 年に創刊が始まり、今現在 66 年が経って
います。本日お配りしております 7 月号で通巻 799

号となります。このロータリーの友は、東西に分か
れたロータリークラブのコミュニケーションを図
る方針をもとに作られました。はじめは全て横書き
でしたが、20 年位経過してから、現在のような縦
書きと横書きとなりました。横書きは、国際ロータ
リークラブが公式に発表した項目や特別の報告事
項を掲載、縦書きは地区の報告や趣味などが掲載さ
れています。ロータリーの友は、一般社団法人ロー
タリーの友事務所の名前で発行され、年間発行部数
は月 9 万 5 千部で、ロータリークラブの会員が 9 万
人弱なので、ほとんどの会員が読まれていることと
なります。1 冊 200 円ですので年間 2 億円の行事を
されている計算になります。来月からは記事につい
てのお話させていただく予定です。宜しくお願い致
します。 

 

 

〇クラブ研修委員会          山室 匡史 
・「2019年規定審議会クラブと地区に関連する重要な
お知らせ」を会員の皆様へ配布しております。変更
点につきましては、昨年度に山口会員より説明がご
ざいましたが、再度注意喚起の為配布させて頂きま
した。「欠席した例会のメークアップを同じロータ
リー年度内に行うことができます」の規定につい
て、国際ロータリー日本事務局クラブ・地区支援室
より補足説明を頂いておりますのでお伝えいたし
ます。従前は例会前後 14 日以内のメークアップが
可能でしが、同一年度内 6 月 30 日までであれば、
日を限定せずにメークアップが出来るようになり
ました。同一年度内のメークアップでは、今年 7 月
1 日の欠席分を来年 6 月 30 日でメークアップをす
ることは可能となります。しかし、来年 7 月 1 日の
欠席分を来年 6 月 30 日でメークアップすることは
できません。年度を 1 日でも過ぎるとメークアップ
できないという事になりますのでご注意お願い致
します。この規定の変更については、各クラブが理
事会と総会の承認をもって細則で定める事のよっ
て、従前の通り 14 日以内のメークアップを維持す
ることもできるそうです。例年当クラブの細則の変
更は、日本語版の手続き要覧が届いたタイミングで
行っており、変更についてご意見のある方は、細則
を変更するタイミングで行っていきたいと思いま
すので、随時私までご連絡いただきますようお願い
申し上げます。 

 

 

◎7/3 卓上花 

アルストロメリア …持続 

プラチナブルー  …清明 



 

 

  

に所属し、25歳で入会、30 歳で会長、34 歳で地区ガバ
ナー、現在 63歳です。会長テーマは「ロータリーは世
界をつなぐ」です。またビジョンは「私たちロータリ
アンは、世界で、地域社会で、そして自分自身の中で、
持続可能な良い変化を生むために、人々が手を取り合
って行動する世界を目指しています。」です。このよう
なＲＩのテーマ、ビジョンのもと、2660 地区のビジョ
ンは 
① ＲＩテーマを理解し、地域特性にあった活動をする

ことにより具現化。 
② 親睦と職業奉仕を根幹とし、世界及び地域社会で良

い変化を生み出す。 
③ 魅力ある・元気ある個性あるクラブになる。 

 
また 2660地区の中期 5ヶ年目標は、クラブのサポー

トと強化、人道的奉仕の重点化と増加、公共イメージ
と認知度の向上です。 
 
2019－2020 年度の四宮ガバナーは次の地区年次目標
を掲げられました。 
１． クラブビジョンの策定 

（中長期的計画） 
２． 会員基盤の強化を図る 
３． ポリオ撲滅への協力 

（広報活動等） 
4.    ロータリー財団への寄付増進 

● 年次基金   一人あたり 150 ドル 
● ポリオ基金  一人あたり 50ドル 
● 恒久基金   ベネファクター 

各クラブ１人以上 
５．  米山記念奨学会への寄付増進 
     ● １人あたり３万円 
６．  公共イメージの向上を図る 
     ● Ｍｙ Ｒｏｔａｒｙ 登録率 65％以上 
     ● クラブセントラル活用率   75％以上 
 
なお地区スローガンは 
   Ｓｔａｎｄ ｂｙ Yｏｕ 
     ～あなたと共に～ 
   相手に寄り添い、奉仕の喜びを分かち合う 
    新たな友人ができた喜びを分かち合う 
 
さて、今年度の高槻ロータリークラブの会長方針で

すが、高槻ＲＣは歴史と伝統あるクラブです。継承す
べきことと、変化しなければならないことを区別して、
この一年は「魅力ある、元気ある、個性あるクラブ」
をめざし、あらゆる分野で新たなチャレンジをしてい
きます。ロータリーの創始者ポールハリス曰く「ロー
タリーは時代の変化と共に常に変わっていかなければ
ならない」「クラブに魅力がなければ会員は退会してい
く」と。この精神を引き継ぎ、高槻ロータリーの本年
度は次の４項目を目指します。 

 

 

則り、はい、喜んで と引き受けさせていただいたの
ですが、研修に参加されている方々にベテランの方が
多かったり、幹事の職務を知るにつけ、自分に務まる
のかと不安ばかりが募ってきております。 
本年は 65 周年終了翌年でクラブ的には一休みの時

期かもしれませんが、７０周年に向けての第１歩を踏
み出す年として、会長は強い思いを持たれています。 
先程発表されました基本方針をもとに各委員長と

面談をして、各委員会の事業を決められましたので、
その種々の活動がスムーズに行えるように、各委員長
と連携を密にとりながら、皆様のお役にたてますよう
に努めたいと思います。 
また、会員の 1/3の方が入会 5年以内、1/3が会長

経験者ですが、とにかく各委員会が行っている奉仕活
動に積極的に参加していただきたいです。 

 
 

 

 

① 会員増強を図る 
会員数の目標を純増＋５名とします。退会防止と共
に若手、女性の会員を増やすために会長自らが率先
して新会員を推薦するとともに、会員１人が１人以
上の入会候補者を推薦して頂きます。入会候補者の
情報管理をクラブで行うと共に、入会の魅力を伝え
る努力を行い、入会候補者へは随時例会への参加を
促します。 

② 魅力ある事業、活動の実施 
例年の各委員会での事業、活動について見直しを
行い、会員の全員が参加でき、喜びを分かち合え
る、魅力ある事業、奉仕活動をめざします。今ま
でと違ったこと、新しいことに一つでも挑戦し、
地域社会はもとより世界に結びつく事業、活動を
めざします。 

③ 魅力ある例会を目指す 
魅力ある例会づくりにより、会員の満足度を高め、
さらにはそれを会員増強に繋げます。情報集会や移
動例会などを十分活用し、親睦の機会を増やし、会
員相互の自由な交流の場を設け、会員の意見、要望
を取り入れたクラブに変えていきます。また外部卓
話については、「卓越した職業人」招き会員にとっ
て役立つことを目指します。 

④ 米山奨学生の世話クラブとなる 
本年度は米山奨学生の世話クラブとして、海外から
の留学生を受け入れます。  
将来日本と世界とを結ぶ「懸け橋」となって国際社
会で活躍し、ロータリー運動のよき理解者となる人
材を育成することです。そのためにも米山奨学生を
この一年間支援し、会員への米山記念奨学事業への
理解をより高めたいと思います。 
  

今期一年、役員・理事の方々、会員の皆様のご支援、
ご協力を得て以上の目標に向けて邁進いたしますので
どうぞよろしくお願いいたします。 

 
 

◎幹事就任挨拶            小阪 大輔 

 

 

 

 

 

◎会長就任挨拶            入谷 治夫 

本年度、66代目の会長職を
務めることになりました。歴
史と伝統ある高槻ＲＣの会長
を拝命する事は、身に余る光
栄であると同時に身の引き締
まる思いでございます。 
本年度ＲＩ会長はマーク・

ダニエル・マローニー氏です。
マローニー氏はアメリカのデ
ィケーターロータリークラブ  

今年度、幹事を務めさせて
いただきます小阪です。 
幹事は、会長の方針に従い、

会長と一体になってクラブの
運営をしていくことが求めら
れる。また、クラブの要でも
ある。研修で習いました。 
入谷会長から幹事を依頼さ

れた時、ロータリーの精神に 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当クラブには他クラブに誇れる「いのちキラキラ食栽
活動」やインターアクトクラブがあります。実際に子供
たちが喜んでいる姿を見たら、必ずロータリー活動の良
さ（ロータリーっていいことをしているなぁ）を感じて
いただけます。くしくも、ＲＩは奉仕活動に積極的に参
加して、その場で友好・親睦を深めようと従来の例会出
席重視の方針を転換する方向に向かっています。 
各種行事への参加をしていただくことで、会員間の意

思疎通を図り、クラブの活性化につなげていきたいと考
えております。 
ご覧のとおりの若輩者です。何かと行き届かない所は

多々あるかと思いますが、何卒、本年１年間、皆様方の
ご協力、ご支援をよろしくお願いいたします。 
 
◎ニコニコ箱報告 
・年間出席優秀者内祝  山室君 
・誕生記念内祝  古川君（最近、阪神どないなって 

まんの、近森会長「喝」を 

入れたって下さい。） 

         長山君（ありがとうございました。） 

         入谷君、大角君 
・結婚記念内祝  稲富君 
・入会記念内祝  藤田君（初心を忘れない様にいたし 

ます。） 

          長山君（ありがとうございました。） 

          白石君（早くも 3年経過しました。 

今後もよろしくお願いしま 

す。） 

          稲富君、大木君、内本君 
・創業記念内祝  西本君（創業記念のお祝ありがとう 

ございます） 

大木君、内本君 
・入谷年度の大成功をご祈念して    山本 博史様 
・入谷会長のご活躍と併せて会員諸兄のご指導、御協力

をお願い申し上げます。         小原 勉様 
・新 SAAとして、1 年間しっかり勤めます。   飯島君 
・この 1 年いろいろお願いすることもあると思います 

が、役員・理事の方々、会員の皆様の御支援、御協力
を御願いします。              入谷君 

・いよいよ新年度が始まりました。入谷会長、山口副会
長、小阪幹事、飯島ＳＡＡ以下役員の皆様頑張ってく
ださい。                   石田君 

・新年度スタートおめでとうございます。山本直前ガバ
ナー、高槻東ＲＣ会長・幹事、高槻西ＲＣ会長・幹事、
ようこそおいで下さいました。       伊藤君 

 

・近森様、宮崎様、中川様、西川様、小原様、山本様、 
 ようこそお越し下さいました。皆様今年 1年よろしく
お願いいたします。            小阪君 

・1年間、会長・幹事、役員のみなさん宜しくお願い致
します。会員増強もご協力お願い致します。 長山君 

・伊藤会長始め役員の皆様御苦労様でした。新年度の入
谷会長をはじめ皆様、1年間よろしく。   西田君 

・入谷会長、小阪幹事をはじめ新役員の皆様、1年間お
世話になります。本年度はクラブ運営委員会を担当し
ます。よろしくお願いいたします。     内本君 

・今年度 1年間副会長としてよろしくお願いします。 
                      山口君 
・新執行部の始動を心よりお喜び申し上げます。山室君 
・昨年度は皆様のご支援いただき、無事 1年間ＳＡＡを

務めることができました。ありがとうございました。 
山室君 

 

           本日の合計    ￥  140,000- 
       7/1 よりの累計  ￥ 140,000- 
 
◎R 財団への寄付 
西田 直弘君 ￥10,000- 西本恵美子君 ￥5,000- 
大木 城司君 ￥5,000- 白石 純一君 ￥5,000- 
内本 繁 君 ￥5,000- 山口 誠 君 ￥5,000- 

 
        本日の合計  ￥  35,000- 
      7/1 よりの累計  ￥ 35,000- 
         一人当たり平均 ＄6.75 
 
◎米山奨学会への寄付 
 
 西田 直弘君 ￥10,000- 大木 城司君￥5,000- 
 内本 繁 君 ￥5,000- 山口 誠 君￥5,000-   

 
本日の合計   ￥   25,000- 

       7/1 よりの累計   ￥   25,000- 
            会員より ￥  25,000- 
            ｸﾗﾌﾞより      ￥ 0- 
                    一人当たり平均  ￥520- 
 
◎青少年育成基金への寄付 
 藤田 貴子君 ￥5,000- 石田 佳弘君 ￥5,000- 
 山口 誠 君 ￥5,000-  

 
本日の合計  ￥ 15,000-   

       7/1よりの累計   ￥ 15,000- 

 

 

 

 

 

 

2019-2020 年 度 例 会 プ ロ グ ラ ム 
     

月 日 内  容 例会後の行事 備  考 

7 月 

10 各委員長活動計画発表 決算理事会（例会前）   

17 委員会例会 会員増強会議   

24 外部卓話（藤井前地区会員増強委員長） 
会員増強クラブフォーラム 

長期戦略委員会（クラブフォーラム後） 
  

31 定款による休会  ＊クラブ研修委員会 

8 月 

7 
記念月御祝  

卓話 ( 米山奨学生ユン君・大角君）                             

定例理事会 

新入会員歓迎会 / 情報集会（於：山水館） 
会員増強・新クラブ結成推進月間 

14 定款による休会   IAC海外研修（8/2～6） 

21 卓話 / IAC海外研修報告   RCBB会長就任式（8/9～12） 

28 卓話   ＊クラブ組織委員会 

 


