
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◎出席報告 

 
◎ 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  

 ◎ 例会後の行事 

     会員増強会議 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3174 回 本日（7/17）の例会 

 

 
◎ ソング・・・我等の生業 

 ◎ 外部卓話 
   国際ロータリー第 2660 地区 
   2018-2019年度 クラブ奉仕・拡大増強委員会 

委員長 藤井 眞澄 様 
「         」 

 ◎例会後の行事 
    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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3175 回 次週（7/24）の例会 

No.3  2019 年 7 月 17 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 42 名 91.30 ％ 

前々回例会補正後出席率  91.49 ％ 

但し、 Mup 4 名   欠席者 4 名 

出席規定摘用免除有資格者 2 名 

 

 

 

 

 

 

先週（7/10）の例会から 

◎ゲスト・ビジター           計 0 名 
 

 

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 

 

※7/31(水) 定款による休会 

 

6 月度皆出席表彰 

 

岩井 祐造君  通算26年 

 

◎会長の時間 

先週は小阪幹事と高槻東 RC、高槻西 RC の初回例会
に出席いたしました。 
高槻西 RC は例会場に着くなりお酒が用意されてお

りビールを頂きました。例会開始前ですがすでに宴会
気分です。会員でお酒を飲む方は 1,000円、ソフトド
リンクでも 500 円の支払いが必要とのこと。このクラ
ブは会員が 17 名程度と少人数のため、和気藹々で、
また例会開始とともに全員が握手です。食事は桃谷樓 
の中華でしたが、例会中に一品毎に暖かい状態で出さ
れたのが良かった。少人数で夜間例会であるため出来
るのでしょう。会長との歓談のなかで言われておられ
たのが、少人数のクラブのため、会長や幹事を２度務
めたり、財政的に厳しくそのため奉仕事業も絞らざる
を得ないとのことでした。 
高槻東 RCはその点会員数は 37名程度とクラブでも

平均ですが、やはり会員増強に苦労されている様子で
す。高齢化や退会者が問題のようです。 
どのクラブも規模は様々ですが、会長としての悩み

や課題を抱えておられることがわかりました。3RC は
例会場も同じで、会長・幹事の三輪会もあり、また会
員同士の親睦ゴルフや新年合同例会もありますので、
今まで以上の繋がりを持ちたいと思います。 
次に 7月 7日の日曜日に「ロータリー米山奨学生学

友会（関西）総会及び新規奨学生歓迎会」が開催され、
当クラブの奨学生のユンさんと参加しました。当日は
学友、奨学生、ロータリアン含め 170名と盛大でした。 
今年の 2660地区の奨学生は 52名、全国では 850名、

また学友は全国で二万人を超えているようです。この
会に参加して私が感じたことですが、集まった関西学 

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


  友の国籍も、年齢も様々でしたが、一流企業に勤め優秀
で有ると共に日本人以上の常識をもち、礼儀をわきまえ
ていることです。米山の学友の 2割が博士号を取得して
いるようです。彼ら、彼女らが母国と日本との懸け橋に
なり、さらには国際平和に貢献してくれることを期待し
ております 
当クラブのユンさんには、篠原国際奉仕委員長がカウ

ンセラーになって頂いていますが、月一回例会に参加し
ますので、会員の皆様ぜひ彼女を育ててください。 
 
 
◎幹事報告 
・本日はございません。 
 
 
◎委員会報告 
 
〇青少年奉仕委員会           松下 浩章 
・「青少年交換プログラム 2019-2020 年度学生募集のご

案内」と「ホストファミリー・バンク登録へのお誘
い」が届いております。会員の皆様に募集要項や申
込方法などが記載されているチラシを配布しており
ます。応募を希望される方は、応募期限内に、事務
局までご連絡頂きますようよろしくお願いいたしま
す。 

 
〇クラブ運営委員会           坂野 信一 
・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 8 月 7 日(水) 

        情報集会 18：00～ 

新入会員歓迎会 18：30～ 

【場 所】 山水館 

【会 費】 8,000 円 

【送迎バス】 高槻西武前京都銀行前 17：30 発 

 
〇クラブ組織委員会          飯田 哲久 
・入谷会長は本年度「会員増強純増 5名」の目標を掲げ 

られました。具体的な数値で目標を示されたことは過
去にあまり例もなく、会員増強を担当する委員会とし
ては、大変厳しい 1年になるのではと思っています。
一方やり甲斐も感じてもいます。会員増強には決まっ
た手法もなくどのようにすれば良いのか悩んでいま
すが、考えつくこと事を実行しようと「会員増強会議」
設置を理事会に提案しました。この会議は増強につい
て例会以外の時間に、会員皆で増強を行う為にはどう
すれば良いのかを、皆で語りあい、考え、行動する元
となるような「集(つどい)」にしたいと考えています。
各委員会から 1 名以上の出席で、月一回程度開催を予
定します。志を同じゅうする者の出席は拒みません。 
どなたでも出席して頂いくことを願っています。他に
も委員会活動として、15 年ぶりに新しい入会リーフ
レットを作成。来る 7 月 24 日の例会には 2660地区、
前年度クラブ奉仕・拡大増強委員長の藤井真澄様の卓
話と、それに続く会員増強クラブフォーラムを開催。 
11月 27日の濱田高槻市長をお招きしての例会時には
「2人 3脚例会」を開催。また実際新入会員になった
時には、入会者のスポンサーには敬意と感謝をこめさ
さやかな記念品を用意しています。本年 1年間、いろ
んな機会で「会員増強」についてお願いいたしたいと 
思いますし、その手法等もまだまだ変わっていくかも
しれませんが、総ては「歴史と伝統の高槻ロータリー
クラブ」の持続といっそうの発展の為と、何卒お許し 

下さい。改めてお願いがあります。会員お一人 1名以
上の「入会対候補者名簿」作成にご協力をお願い致し
ます。名簿は増強の糧であり、すべての行動の始まり
となるものです。また名簿は 24 日開催するクラブフ
ォーラムにも必須なものであると思っています。ご無
理申しますが、何卒ご協力を、心よりお願い致します。 
 
 

◎例会前の行事   2018-2019 年度 決算理事会  
2018-2019年度 会長 伊藤 智秋 

 
・本日例会前に決算理事会を開催致ました。その場で承

認を得られました事をご報告申し上げます。浜田年度
より伊藤年度への繰越金は、クラブ運営会計
￥3,819,157－、慈善活動会計￥994,210－でした。伊
藤年度より今年度の入谷年度への繰越金は、クラブ運
営会計￥4,042,958－、慈善活動会計￥742,721－とな
りました。尚、3 年前より始めております周年事業へ
の積立金を例年通り 100 万円、奉仕事業への積立金を
50 万円することが出来ました。今現在、クラブ運営
会計と慈善活動会計が分かれておりますが、合算する
と例年通りの決算を得ることが出来ました。65 周年
で費用がかさむことを考慮していただきました 65 周
年実行委員会での綿密な資金計画、そして皆様からの
多額の温かい協力金、82 万円にものぼる御祝金、そ
して、65 周年を実際に運営して下さいました皆様の
超我の奉仕のお陰だと思っております。無事
2018-2019 年度の幕を閉じる事が出来ました。ありが
とうございました。尚この決算につきましては、クラ
ブ概況報告書に掲載させて頂きますので、皆様のお手
元に届きましたら、ご覧いただきますようお願い申し
上げます。 

 

◎7/10 卓上花 

カーネーション …純粋な愛 

スターチス …しとやかさ 



 

 

  

◎各委員会活動計画発表 

 

〇ＳＡＡ               飯島 勝巳 

・スムーズな例会運営に心がけ、ニコニコ他ドネーシ
ョンをお出しいただきやすい雰囲気作りを励行して
まいります。 

 

〇クラブ運営常任委員会     委員長 内本 繁 

●親睦活動 

【毎月行事】 

・誕生記念、結婚記念、入会記念の披露とお祝い 

【年間行事】 

 できるだけ多くの会員が参加できるような行事を企 

画し、会員相互の親睦と併せて、家族も楽しめる行
事を行う 

 ・秋の親睦行事・・・紅葉の会 

 ・冬の親睦行事・・・忘年家族会 

（12 月 22 日（日）山水館） 

 ・春の親睦行事・・・観桜会 

 ・その他の行事・・・新入会員歓迎会（随時） 

●プログラム 

【委員会例会】 

 ・委員会テーマの共有と活動促進のため年３回ぐら
い行う 

【卓話】 

 ・卓越した職業人の卓話を随時行う 

 ・地区委員会の方針や状況を共有するため、地区の
委員会報告を担当委員長が報告する 

  また、必要に応じて地区委員長の外部卓話を行う 

 ・各委員会の活動報告 

  （国際大会、海外クラブ訪問、ＩＡＣ、いのちキ
ラキラ等） 

 ・全会員が卓話を行うように構成する 

●会報・広報 

・週報は引き続きメール配信 

  但し、希望者にはペーパーで配布 

・クラブの活動を広報するため、委員会活動やイベ
ントなどをＨＰにアップする 

 

〇クラブ組織常任委員会      委員長 長山 正剛  

・現在の当ロータリークラブの会員数から純増 5 名
の増強を図る。 

・様々な取組をする事により、一年を通じて増強へ
の意識を高める。 

・増強に精通した識者による外部卓話を開催し、具
体的な手法や成功事例を学ぶ事により、会員一人
一人が増強へ取り組む雰囲気を醸成する。 

・未充填職種への勧誘を強化する。 

・退会者防止等の強化。 

・入会希望者がいた場合例会に出席願い、そのホス
ト役を務める。 

①会員増強に関する外部卓話 (7 月 24 日) 

②第一回会員増強フォーラム開催  

(7 月 24 日 例会終了後) 

③二人三脚例会開催 (9 月又は 10 月頃) 

④第二回会員増強フォーラム開催 (2 月頃) 

⑤入会向け資料作成・会員名簿作成(通年) 

⑥新入会員推薦者への記念品贈呈 

⑦入会対象者への情報収集(通年) 

 

〇クラブ研修常任委員会     委員長 川畑 孝彦 

●R 情報・雑誌 

・主に「ロータリーの友」を活用し、クラブの活性・
ロータリー意識向上の為の情報を提供する 

・「ロータリーの友」毎月発行時に重要事項に関し、
随時情報説明を行う 

●研修 

・情報集会を、3～4 ヶ月に 1 回開催し、そこではク
ラブが現在直面している課題を取上げ、クラブ活
動への理解を深める 

・ロータリーに関する様々な情報や知識を提供し、
クラブの活性化を図ると共に今後変化して行く状
況を考慮し、あるべき姿を考える 

・ RI や地区の提唱する事をクラブ内に周知すると
ともに、クラブの役員や理事会メンバーと連絡を
密にし、活気あるクラブ運営への援助に努める 

・新入会員が疎外感を感じる事がない様、きめ細か
く配慮に努める 

●規定 

・今期に国際ロータリーの規定・規約の改定が行わ
れる為、これに適応、また、変更事項を会員に周
知する 

 

〇職業奉仕常任委員会       委員長 香西 徳治 

１．毎月第１例会日に会員企業の創業記念を祝う 

 ２．年１回例会日に優良従業員表彰を行う 

 ３．職業奉仕に関する講習会を行う 

   ・滋賀大学にて「三方よし、近江商人の経営理
念」セミナーを計画 

   ・例会時、「卓越した職業人」を招待し外部卓話
を計画 

   ・職場見学の実施検討 

 ４．出前授業の実施を検討する 

   ・有能な人格者を育成する為、小中学校、イン
ターアクトを対象に出前講座の実施検討 

 

〇社会奉仕常任委員会      委員長 橋本 憲治 

●教育 

 １．いのちキラキラ食栽活動 
    当クラブの目玉事業として定着しており、本

年も継続していく予定である 

 ２．薬物乱用防止啓発活動 

    高槻健康フェア会場で、青少年奉仕委員会と
連携しインターアクターと合同で行ってい
る。こちらも継続活動となっており、本年度
も重要性を鑑み、行う予定である 

 ３．地域清掃活動 

    こちらもインターアクターと連携して行う事
業であり、本年度も 継続する予定である 

 ４．高槻シティハーフマラソン支援活動 

例年と同じくコース誘導を中心に支援する
予定である 

 ５．児童虐待防止啓発活動 

    本年度は高槻市役所等より専門家を招き、卓
話をして頂く予定である。昨今頻発し社会問
題化している当問題に関する認識を深め、撲
滅に努める啓発活動につなげるよう努力する 

●環境 

・環境問題に関するクラブフォーラムを開催し、会 

員の意識向上に寄与する 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇国際奉仕常任委員会      委員長 篠原 光子 
●国際交流  
１．既存の友好クラブ ブキビンタン RCとの交流  
  継続 
２．ブキビンタン RCとの合同事業を模索する  
３．国際大会(米国・ハワイ）への参加要請 
４．ポリオ撲滅への協力：1 人当たり＄50 以上の寄 

附を呼びかける 
●Ｒ財団 
・財団への理解を促す：1人当たり＄150以上の寄 
 附を呼びかける 

●米山奨学 
・米山奨学生受け入れ 
・米山記念奨学会活動の PR：1人当たり 30,000円 
以上の寄附を呼びかける 

 
〇青少年奉仕常任委員会     委員長 松下 浩章 

１．学校・地区と連携を図り、高槻中学・高等学校
インターアクトクラブを支援しサポートしてい
きます。   

   特に地区が主催する行事に当委員会メンバーが
参加するとともに、インターアクトクラブの例
会や活動にロータリーメンバーの参加を促し必
要に応じて適宜アドバイスを行うなどして、活
動がスムーズに運営されるように努めます。   

（１）地区のインターアクトクラブの主な年間行事
予定 

2019.7     海外研修オリエンテーション 
（高槻 IAC当番） 

2019.8     海外研修（D3350 タイ・バンコク） 
2019.8   末    地区・スポンサークラブ・IAC・ 

IAC顧問による合同会議 
2019.8.31    クラブ青少年奉仕合同委員長会議 
2019.11     年次大会（四天王寺高校） 
2019.11 上旬  地区・スポンサークラブ・IAC・IAC 

顧問による合同会議 
2020.3  中旬  地区・スポンサークラブ・IAC・IAC 

顧問による合同会議 
2020.3       活動報告書「スクラム」発行 

（清風高校） 
2020.6      新入生歓迎会（四天王寺高校） 
2020.6     地区・スポンサークラブ・IAC・IAC 

顧問による合同会議  
  （２）高槻中学・高等学校インターアクトクラブの

例会       
毎週木曜日 １５：３０から１６：３０に
年数回参加     

  （３）当クラブの社会奉仕事業に内容と状況に応じ
てインターアクトクラブが参加し活動がで
きるように配慮する。  

    
２．高槻中学・高等学校インターアクトクラブが行

う事業において、協力等が有れば適時参加協力
する。    

 
３．従来通り関西大学・大阪医科大学・大阪薬科大

学の三大学医工薬連環科学教育研究機構の小・
中学校の「自由研究コンテスト」への支援をし
ます。      

 

◎ニコニコ箱報告 
・先週は会長就任式に参加できず申し訳ありませんで
した。入谷年度のご活躍お祈りします。   藤井君                    

・5 月 22日東北大震災から 8年、福島の RCへお見舞い
に行ってきました。震災後 13 万戸の仮設住宅 3,800
以下となりましたが、まだ仮設住宅で困っている人
達がいるようでした。個人的にお見舞いに行ってき
ました。バナー交換して参りました。       丸山君 

・新執行部の出発を祝って。         丸山君 
・会員増強よろしくお願い致します。改めてクラブ組
織委員会、飯田さん、古川さん、倉本さん、川面さ
ん、波々伯部さん,片山さん、1 年間よろしくお願い
致します。                              長山君 

 

              本日の合計     ￥  25,000-  
       7/1 よりの累計   ￥ 165,000-  

 
◎R 財団への寄付 
河合 一人君 ￥10,000-  丸山 俊郎君￥10,000- 

 
        本日の合計   ￥  20,000-  
      7/1 よりの累計   ￥ 55,000-  

              一人当たり平均    ＄10.61  
   

◎米山奨学会への寄付  
 

本日の合計    ￥       0-  
       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 
 丸山 俊郎君 ￥5,000- 

 
本日の合計   ￥  5,000-      

      7/1よりの累計    ￥  20,000-  

 

 

 

 

 

 


