
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◎出席報告 

  

2019～2020年度初回例会 

◎ 国歌・・・・君が代 
◎ ソング・・・奉仕の理想 
◎ 新旧会長・幹事バッジ交換 
◎ 誕生、結婚、入会記念月御祝 
◎ 創業記念月御祝 
◎ 入谷会長・小阪幹事就任挨拶 
◎ 例会後の行事 

   7 月度定例理事会  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3172 回 本日（7/3）の例会 

 

 
◎ ソング・・・四つのテスト 

 ◎ 各委員会委員長抱負・活動計画発表 

◎ 例会後の行事 

     決算理事会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3173 回 次週（7/10）の例会 

No.1  2019 年 7 月 3 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 

49 名 39 名 82.98 ％ 

前々回例会補正後出席率  93.88 ％ 

但し、 Mup 0 名   欠席者 3 名 

出席規定摘用免除有資格者 1 名 

 

 

 

 

 

 

先週（6/26）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 

 

WEEKLY BULLETIN 

２０１９～２０２０ 

  

高槻ロータリークラブ 

 

7 月度 記念月御祝 

◎誕生記念 

   入谷 治夫君   長山 正剛君         

  古川 大介君   大角 敏子君 

 

◎結婚記念 

   稲富博文・美枝ご夫妻    43 周年 

 

◎入会記念 

   長山 正剛 君       9 周年 

   内本  繁 君       7 周年 

   藤田 貴子 君       7 周年 

   藤松 功治 君       5 周年 

   大木 城司 君       4 周年 

   稲富 博文 君       4 周年 

   白石 純一 君       3 周年 

   飯田 哲久 君       2 周年 

松下 浩章 君       2 周年 

    

7 月度 創業記念月御祝 

 

 内本 繁 君  Ｓ22.7.25   

         高槻商工会議所    72 周年 

 西本恵美子君  Ｓ23.7.1 

         学校法人西本学園   71 周年 

 大木 城司君  Ｈ19.7.28 

         大木歯科医院      12 周年 

       

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


  

◎ハンブルグ国際大会報告       伊藤 智秋 

 

今年度の国際大会はドイツ・ハンブルクで開催され
ました。 
私達は 5 月 31日朝 10 時に集合し、羽田空港 12：15 

ルフトハンザ 717便で フランクフルト経由、ハンブ
ルクに 21時過ぎに到着。 
参加メンバーは松尾ガバナー補佐、川面さん親子、

西本さん、高槻東ＲＣの樋口さん、時々井前さん、そ
して伊藤です。途中１日だけですが、吹田ＲＣの畳谷
会長とも合流することが出来ました。 
会場はハンブルクメッセ。国際大会ではいつも思う

事ですが、諸外国には大人数を収容出来、様々な目的
に使用出来る複数の建物からなる会場があります。日
本は土地が狭い関係、もしくは維持管理の問題でしょ
うか、そのような建物がございません。東京ドーム、
京セラドームなど、建物一棟だけだと何万人も訪れる
受付、本会議、各分科会、友愛の広場が離れてしまい
ます。この辺りが日本開催が少ない原因でしょうか？ 
友好クラブブキビンタンＲＣから分かれた、ブキア

ンカサＲＣのシャーマン会長ご夫妻に偶然お逢いし、
バナーを頂きました。 
日本国内のロータリークラブの方々とも観光地やレ

ストランでお話することが出来ました。こういった出
会いがあるのも国際大会ならではの楽しみ方です。 
ハンブルクはドイツでベルリンに次ぐ第２の都市で

す。しかし、徒歩と地下鉄 2 駅程度で観光出来ました。
ロータリー一色に染まっておりました。 
ハンブルク大会の感想はとにかく暑かったに尽きま

す。人々の熱気が溢れて熱かった、人々のおもてなし
が篤かった、そして異常気象で気候が暑かった！ 
 
国際大会は観光では行かないような都市を訪れ、世

界中のロータリアンと会う事が出来ます。今回も 2,3
万人のロータリアンが参加された思います。街ではロ
ータリーの旗が沢山たなびき、若い人たちがダンスな
どで交流しています。是非、一度参加してみて下さい。 
 
と、いう事で来年はホノルル大会です。 

来年は 6 月 6 日の夜、カハラ・ヒルトンで「大阪ナイ
ト」が開催されるという事です。 

 

 

 
 

◎幹事報告 

・大阪心斎橋 RC より「例会休会のお知らせ」が届い

ております。詳しくは事務局へご確認下さい。 

・茨木東 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。 

 

 

◎委員会報告 
〇青少年奉仕委員会         小阪 大輔 
・ローターアクト第 1 回地区献血のご案内が届いてお
ります。65 歳以上の採血できないロータリアンの方
も献血者のご紹介やよびかけ、応援等、御協力よろ
しくお願いいたします。事前登録が必要となります
ので、参加を希望される方は、回覧に参加場所・内
容のご記入をお願いします。 

【日 時】 2019年7月21日（日）※雨天決行 
【集 合】 集合9：50 開会10：00 閉会16：00（予定） 
【場 所】 ①イオン大日前②京橋駅前 

③樟葉駅前④梅田 HEP 前⑤難波バス停横 
【内 容】①400ml 献血の実施 

      ②該当での一般の方への献血の呼びかけ
PR 

③RAC 活動の PR 

 

〇次年度クラブ組織委員会       飯田 哲久 

・7 月 24 日(水)例会にて、前地区会員増強委員長 藤
井 眞澄 様に卓話をして頂き、例会後「第 1 回会員
増強クラブフォーラム」を開催致します。例会終了
後 1 時間のフォーラムとなります。皆様ご出席宜し
くお願い致します。 

 

〇クラブ運営委委員会         長山 正剛 

・ホームページに、今年度 1 年間の行事が掲載されて
おますので、皆様にぜひご覧頂ければと思っており
ます。1 年間有難うございました。 

 

 

 

 



 

 

  

本日をもって、「会長」を退任させて頂きます。 
無事に今日の日を迎えられたことを嬉しく思い、理

事、役員の皆様に心より感謝と御礼申し上げます。 
そして高槻ロータリークラブの皆様 高槻ロータリ

ークラブ初の女性会長ということで、様々なお心づかい
を頂き、また応援して頂きまして、ありがとうございま
した。 
松尾ガバナー補佐を擁立出来た年、高槻ロータリーク

ラブ創立 65 周年の記念の年に「会長」という大きな役
割を頂きました。今振り返れば、私は高槻ロータリーク
ラブという舞台の上で「会長」という役をさせて頂いた
のだと思います。 
１年間は、私という個人ではなく高槻ロータリークラ

ブの顔として歩き、会長の時間を務め、壇上で挨拶をさ
せて頂きました。自分の意志では参加しない場に参加す
ることで様々な方にお目に掛り、楽しい経験もさせて頂
きました。 
私などが申し上げるのは僭越ですが、経営をするとい

う事は一つ一つの判断が「人生を掛けた博打」の一面が
あるように思います。同じように１年間、クラブを壊す
ことなく、出来ればより良いように維持する判断が次々
に訪れました。１つ１つ小さいことであるし、独断では
ございませんし、皆様が味方で、良い解釈しかないとい
う贅沢な状況ではございましたが、積み重ねというもの
は大きなものだと思います。 
会長の時間もほんの 3 分程度のことですが、50 回弱

となりますと歴代の会長諸氏に頭が下がる思いでござ
います。 
最後になりますが、事務局の三浦さんには多大なるご

尽力を頂きました事、心から感謝いたします。 
高槻ロータリークラブ 65年目が終わり、来月より 70

年に向けての歩みが始まります。 
皆様、一年間本当にありがとうございました。 
 

 

2018年度幹事をさせて頂いた石田です。 
本当に有難うございました。 
一年間幹事の役を無事終えることが出来ましたのも

皆様のご協力、ご厚情のたまものと感謝いたしており
ます。 
会長の伊藤様、副会長の清水様におかれましては文

句も言われず穏やかに見守って頂き、良きアドバイス
を頂き本当に感謝でございます。 
当初65周年の周年事業が控えている中、大変心配し

ていましたが川面委員長を筆頭に藤井委員長、河合委
員長、稲富委員長、長山委員長、大木副委員長、松下
副委員長を中心に良く頑張って頂き恥ずかしくない立
派な周年事業にできました。 
また、SAAとして例会を取り仕切って頂きました山室

さんにおかれましても早めに来られ念入りにチェック
をされておりきめ細やかな配慮をされておりました。 
また、事務局の三浦さんにおかれましては入局後、

間もないにも関わらずしっかりと事務局を守って頂き
本当に感謝する次第です。 
それと又昨年のような災害等がありましたどのよう

に乗り越えたら良いか、災害が来ませんように！と
日々祈っておりました。 
本当にロータリーを学ぶよい機会を与えていただきま
した。また良い人生経験をさせて頂きました。 
ロータリーで学びました多くのことをこれからの私

の職業にも生かしていきたいと思っております。 
会員の皆様の経験豊かな行動が、私にとりまして大

いに学ぶところがありました。よい経験をさせていた
だいたことを感謝いたします。 
これからも高槻ロータリークラブのお役に立ちます

ように心がけてまいります。 
結びになりますが皆様のご健康、ご多幸を祈念いた

しまして退任の挨拶とさせていただきます。 
本当に有難うございました。 

 

〇社会奉仕委員長            稲富博文 

・昨日 6 月 25 日(火)いのちキラキラ食栽活動夏野菜の
収穫見学会が開催されました。その様子を HP に掲載
しておりますので、皆様 HP をご覧下さい。今回 2

組のご家族にお話をうかがうことが出来ました。1 組
目のお母様のお話によると、ピーマンが食べられなか
ったお子様が、ピーマンを自分で育て成長過程を観察
することによって、ピーマンが食べられるようになっ
たそうです。もう一人のお母様のお話によると、自分
が育てたピーマンを自宅に持ち帰り、自分が作ったピ
ーマンだよと言って家族みんなでおいしくいただい
たそうです。私は、家族を交えたこのプロジェクトに
参加する度に感動をしております。皆様も機会があれ
ばぜひ参加していただきこの感動を体験していただ
ければ、社会奉仕の活動が大切な活動だと分かって頂
けると思います。冬野菜の収穫は皆様にご参加頂けれ
ばと思っております。宜しくお願い致します。 

 

 

◎会長退任挨拶            伊藤 智秋 

 

 

◎幹事退任の挨拶          石田 佳弘 

 

 

 

◎6/26 卓上花 

モカラ …優美 

ブルーウェイブ …上品 



 

 

  

◎奥田会員より 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・私は、倉本様と今は亡くなられておりますが今堀様の
ご紹介で入会し、在会 20 年を超えたと思います。在会
中は何のお役にも立てませんでしたが、沢山の信頼の
できる仲間や友人ができたことをとても有難く思って
おります。また、特に家内は家族会がとても好きで、
おそらくこの会員の皆様の中で、私たち夫婦ほど家族
会に参加した方はいらっしゃらないのではないかと思
っております。皆様方もこれからぜひ家族会を大事に
していただけたらと思います。最近私は気力・体力の
衰えを感じるようになり、この度の 65 周年の記念事業
が無事大成功に終えられたことに合わせ、この機会に
退会する事を決意致しました。今後とも、お会いする
事があるかと思いますが、ご厚誼ご指導の程よろしく
お願い申し上げます。今まで本当にありがとうござい
ました 

 

 

◎例会後の行事 

〇現クラブアッセンブリー  

例会後  於：例会場 

〇新旧クラブアッセンブリー 

      18：00～ 於：山水館 

 

 

◎会員の動き 

〇川脇 健 会員 

・2014 年 7 月 2 日より 5 年ご在籍でしたが、 

役員定年退職により6月21日をもって退会となりまし
た。今後のご健勝をご祈念申し上げます。 

〇奥田 晴基 会員 

・1998 年 11 月 4 日より 20 年 8 か月ご在籍でしたが、 

一身上のご都合により 6 月末日をもって退会となりま
した。今後のご健勝をご祈念申し上げます。 

 

◎ニコニコ箱報告 
・年間出席優秀者内祝 

早川君（年間出席優秀者表彰を頂いて） 
飯島君（100％出席表彰を頂きました） 
石田君、伊藤君 
小阪君（出席優秀表彰ありがとうございます） 

松下君（出席表彰頂きありがとう御座ました） 

西本君（年間出席優秀者表彰ありがとうございます） 

・伊藤年度の皆さん、ご苦労様でした。楽しいロータリー年

度となりました。                藤井君 

・会長・幹事はじめ理事・役員の方、1年間御苦労様でした。 

                        浜田君 

・会長はじめ役員の皆様お世話になりました。   羽根田君 

・伊藤会長、石田幹事、1年間本当にお疲れ様でした。 

橋本君 

・卓話を頂きました皆様方へ、1年間卓話プログラムにご
協力頂き有難うございました。         早川君 

 

 

 

・伊藤会長さん、1年間御指導ありがとうございました。
井前君 

・伊藤会長、石田幹事、役員・理事の皆様、1 年間御苦
労様でした。               入谷君 

・1年間ありがとうございました。      石田君 
・1年間ありがとうございました。      伊藤君 
・国際大会、来年はホノルルです！      伊藤君 
・伊藤会長はじめ役員の皆様 1年間大変お世話になりま
した。                  片山君 

 

・伊藤会長・石田幹事、1年間ご苦労様でした。河合君 
・会員の皆様へ、クラブ運営委員会の活動にご協力下さ
りありがとうございました。        河合君 

 ・会長・幹事以下各理事・役員の皆様、1年間お疲れ
様でした。                小阪君 

・伊藤会長、石田幹事はじめ役員の皆様、1年間本当に
御苦労様でした。伊藤会長は創立 65年の歴史の中で、
初めての女性会長として立派に努められ本当にお疲
れ様でした。                松尾君 

・1年間おつかれ様でした。ありがとうございました。  
長山君 

・長らくお世話になり、ありがとうございました。少し
ですが、事務局費に充てて頂きたいと思います。 

                      奥田君 
・伊藤会長、石田幹事、理事・役員の皆様、1 年間御苦
労様でした。ありがとうございました。   清水君 

・伊藤会長をはじめ役員の皆様、1年間御世話になり有
難うございました。次年度の役員の皆様、宜しくお願
い致します。               篠原君 

・伊藤会長はじめ役員の皆様、1 年間お世話になりまし
た。ありがとうございました。       内本君 

 
        本日の合計  ￥  178,000- 
      7/1よりの累計  ￥ 2,534,000- 
 

◎R 財団への寄付 
藤井 敏雄君 ￥5,000-（ポリオプラス）  
浜田 厚男君 ￥5,000- 石田 佳弘君 ￥5,000- 
片山美智子君 ￥5,000- 河合 一人君 ￥5,000- 
松尾  浩君 ￥5,000- 西本恵美子君 ￥5,000- 

 
本日の合計 ￥ 35,000-   

      7/1よりの累計 ￥ 990,000- 
           （ポリオプラス￥30,000-含む） 
            一人当たり平均 ＄181.82 
 
◎米山奨学会への寄付 
 入谷 治夫君 ￥5,000-  

長山 正剛君 ￥5,000-（ユンさんいらっしゃいさませ。

これからもよろしくお願いします。） 

 篠原 光子君 ￥5,000- 
  

本日の合計   ￥  15,000- 
      7/1よりの累計     ￥ 760,000- 
            会員より ￥ 505.000- 
            ｸﾗﾌﾞより ￥ 255,000- 
                       一人当たり平均 ￥15,510- 
 
◎青少年育成基金への寄付 
 羽根田茂子君 ￥5,000- 井前 憲司君 ￥10,000- 
 松下 浩章君 ￥5,000- 内本  繁君 ￥5,000- 

 
本日の合計 ￥ 25,000-   

      7/1よりの累計 ￥ 870,000- 
 

 

 

 

 

 

 



 

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 

3 記念月御祝/会長・幹事就任挨拶 定例理事会   

10 各委員長活動計画発表 決算理事会   

17 委員会例会     

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   

31 定款による休会   ＊クラブ研修委員会 

 


