
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◎出席報告 

 
◎ ソング・・・我等の生業 

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

委員長 藤井 眞澄様 大阪南 RC 
「         」 

◎ 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 本日（7/24）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 
   米山奨学生 グエン・ティ・トゥイ・ユン君 

「 広島県安芸高田市  
買物弱者予備軍への対策 」 

   大角 敏子君 
    「 私の履歴書 」 
◎ 例会後の行事 

   8 月度定例理事会  

    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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3176 回 次々週（8/7）の例会 

No.4  2019 年 7 月 24 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 29 名 69.05 ％ 

前々回例会補正後出席率  97.83 ％ 

但し、 Mup 5 名   欠席者 1 名 

出席規定適用免除有資格者 2 名 

 

 

 

 

 

先週（7/17）の例会から 

◎ビジター                  計 1 名 
 
西島 忠男様  高槻東 RC  不動産管理 

 
 

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 

 

 

WEEKLY BULLETIN 

２０１９～２０２０ 

  

高槻ロータリークラブ 

 

◎副会長の時間 

 

私たちロータリアンには、「会費の納入」「例会や委
員会、地区大会やその他のロータリープログラムへの
出席」、それと「ロータリーの友の購読」の三つが義
務付けられています。 

私たちは「ロータリーの友」を毎月購入するだけで
なく、読む義務があります。その横書きの 6 ページに
「ロータリーとは」の記事が、毎月載っています。そ
れによりますと、「20 世紀初頭のシカゴの街は、著し
い社会経済の発展の影で、商業道徳の欠如が目に付く
ようになっていたが、そのころ事務所を構えていた青
年弁護士ポール・ハリスはその風潮に堪えかねて、友
人 3 人と語らって、お互いに信頼のできる公正な取引
をし、仕事上の付き合いがそのまま親友関係にまで発
展するような仲間を増やしたいという趣旨で、ロータ
リークラブという会合を考えた。」と書かれています。 

 

※7/31(水) 定款による休会 

 

Ｒ財団表彰 

 

伊藤 智秋君 

第 2 回 マルチプル・ポール・ハリス・フェロー 

 

藤井 敏雄君 

第 1 回 マルチプル・ポール・ハリス・フェロー 

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


  ところが、今年に 2 月の情報集会のお話で引用させて
いただいた文章では、少し様子が違っています。 

1905 年 2 月 23 日にポール・ハリスが中心になって
作られたロータリークラブは、親睦を目的として出発し
ましたが、発足当初には折角一人一業種でたくさんの仲
間が集まったのだから、お互いの商売を金儲けに利用し
たらどうだろうという考えが起こりました。それを裏付
けるものとして、発足翌年の 1906 年に制定された最初
のシカゴ RC の定款では、第 2 条 1 節には「会員の事業
場の利益の促進」、第 2 節には「会員同士の良き親睦」
記されています。 

しかし創設 3 年目の 1908 年に入会したシェルドン
が、「継続的に利益をもたらす顧客を確保することによ
って、事業を発展させよう」という新しい経営学に基づ
いた販売術に転換しました。シェルドンはミシガン大学
の経営学部で販売学を専攻し、ビジネススクールを経営
していました。 

シェルドンの入会によって、現在のロータリーの職業
奉仕の理念が出来上がりました。  

職業奉仕の基本は顧客に満足感を与えることです。そ
のためには、「品質」「数量」と「管理の状態」の三つを
良好な状態に保つことが、必要条件です。シェルドンは
この経営学に基づいた販売術を、「奉仕の原則を条件と
していて、継続的に利益をもたらす常連客を保証する技
術」と定義しています。 

この考え方は、今年の職業奉仕委員会のテーマである
「三方よし」とも通ずるものと考えます。 

このようにロータリークラブも、多くの会員の知恵に
よって、進歩を遂げてきています。 

ここでお話ししたロータリークラブの奉仕理念の変
遷については、「これだけは知っておきたいロータリー
の基礎」から引用したもので、田中 毅さんの「シェル
ドンの森」からの引用です。  

ご参考までに、田中 毅さんは 2680 地区 尼崎 RC

の会員で、「源流の会」を主宰して、ロータリーの奉仕
理念の理解を深めるための活動をされています。 

 

 

◎幹事報告 
・新入会員の選考についてご報告申し上げます。新入会

予定者は髙木 正一氏、推薦者は小阪会員・清水会員
です。選考についての書類をお配りしておりますの
で、本日より 1 週間以内に選考をお願い申し上げま
す。 

・西澤会員、会社の人事異動の為、7月末日をもちまし
て退会されることとなりましたのでご報告申し上げ
ます。 

・高槻西 RC より概況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ご覧下さい。 

・医工薬連環科学教育研究機構より 
自由研究コンテスト 2019 

～めざせ 集まれ 未来の科学者‼～ 
のチラシが届いております。皆様に配布しておりま
す。後方に掲載しておりますポスターが必要な方は、
事務局までお問い合わせください。 

 

◎委員会報告 
 
〇青少年奉仕委員会            松下 浩章 
・「Team RYLA 研修・交流会のお誘い」が届いてお
ります。RYLA セミナーの修了生、ローターアクト、
ロータリアンの交流の場として多くに皆様にご活用
いただけたらと思います。参加を希望される方は、事
務局までお問合せ下さい。よろしくお願いいたしま
す。 

【目 的】・RYLA セミナー修了生、ローターアクト、
ロータリアンの交流 

・Team RYLA メンバー及び参加者の RYLA

への意識向上とスキルアップ 

【日 時】2019年 8月 24日（土）11：00開始  
(受付開始 10：30～) 

25日（日）12：00解散 予定 
※一泊二日のプログラムですが、途中参加
や一日のみの参加も可能です。 

【会 場】大阪府立青少年海洋センター  

（住所：大阪府泉南郡岬町淡輪６１９０） 

     駐車スペースあり 

（お車でお越しの際は事前にお知らせ下さい） 

【登録料】ロータリアン 8,000 円 

      Team RYLA メンバー、学友資格者  

3,000 円    

＊登録料は、当日受付でお納めください。 

【参加対象者】ロータリアン(青少年奉仕関係者) 

Team RYLA メンバー 

     ロータリー学友資格者 

（例 : RYLA セミナー修了生、RAC 現役・
OBOG、IAC 現役・卒業生、ROTEX 他） 

 

〇クラブ組織委員会            飯田 哲久 
・本日例会終了後、第 2 回会員増強会議を開催致します。 

各委員会の増強担当の方はご出席いただきますよう
宜しくお願い致します。又、「入会候補者名簿」の提
出を 7 月 24 日までとお願いしておりましたが、本日
お持ち頂いている方はご提出お願い致します。よろし
くお願いいたします。 

 

 

 

◎7/17 卓上花 

スプレーカーネーション

…純粋な愛情 

スターチス（キノラパン）

…愛の喜び 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ニコニコ箱報告 
・入会記念内祝  藤松君 
・皆出席内祝   岩井君 
・3RC ゴルフコンペで団体優勝しました。小阪さん、 
浦中さん、松下さん、ありがとうございました。 

岩﨑君  
・3RC ゴルフコンペ団体優勝しました。参加人数 4人で

最少でしたので嫌みを言われました。次回は皆様参
加お願いします。             小阪君 

・岩井さん、26 年皆出席おめでとうございます。頭が
下がります。               香西君 

・３ロータリー合同コンペで団体優勝しました。それ
と初めて昨日父親と息子と３人でゴルフをまわれて
良かったです！                          浦中君 

 

           本日の合計    ￥   30,000-      
       7/1 よりの累計  ￥ 195,000-      

 
◎R財団への寄付 
岩井 祐造君 ￥5,000-  香西 徳治君￥10,000- 

 
         本日の合計  ￥   15,000-      
       7/1 よりの累計  ￥ 103,460-      
             会員より ￥  70,000-      
            ｸﾗﾌﾞより ￥  33,460-      
         一人当たり平均  ＄19.96       
 
◎米山奨学会への寄付 
 香西 徳治君 ￥5,000-  浦中 郁文君￥5,000-  

 
本日の合計   ￥   10,000-      

       7/1 よりの累計   ￥  155,000-      
            会員より ￥  35,000-      

         ｸﾗﾌﾞより  ￥ 120,000-      
                 一人当たり平均   ￥3,229-      
 
◎青少年育成基金への寄付 

 
本日の合計   ￥        0-      

7/1よりの累計     ￥   20,000-  
             

 
  
             
     

 

 

 

 

 

 


