
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎出席報告 

 
◎ ソング・・・日も風も星も 

 ◎ 卓話  並木 寛治君 
      「 私の履歴書 」 

◎ メークアップについてのフォーラム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3178 回 本日（8/28）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  田渕 謙二君 

「知っていると役に立つＪＫ事情について」 

◎ 例会後の行事 

   9 月度定例理事会  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3179 回 次週（9/4）の例会 

No.7  2019 年 8 月 28 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 38 名 86.36 ％ 

前々回例会補正後出席率  90.09 ％ 

但し、 Mup 5 名   欠席者 4 名 

出席規定適用免除有資格者 4 名 

 

 

 

 

先週（8/21）の例会から 

◎ゲスト                計 5 名 
 
高槻中学高等学校インターアクトクラブ 

顧 問   田中 敏博様 
会 長   栁  蒼太様 
副会長   三井 育俊様 
副会長   張  東海様 
 

米山奨学生 グエン・ティ・トゥイ・ユン様 
 

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 

THE ROTARY CLUB OF TAKATSUKI  国際ロータリー 第２６６０地区 

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 

 

8月は会員増強・新クラブ結成推進月間 

◎会長の時間 

 
マレーシアのブキビンタンロータリークラブ（ＲＣ

ＢＢ）の会長就任式に 8 月 9 日から 2 日間、井前会長
エレクトと出席いたしました。9 日のウェルカムパー
ティーでは、海外から参加の多くのＲＣＢＢの姉妹ク
ラブと、また、たまたまクアラルンプールへ訪問中の
大宮南ＲＣから会長以下 8 人の会員の特別参加もあ
り、多くのロータリアンと交流を深めました。10 日は
ＲＣＢＢが支援している地元の知的障がい者の施設
を訪問いたしました。メインの 29 代会長就任式では
海外からの姉妹クラブを含め 1,000 人近くの関係者、
支援者が参加、盛大に行われました。長時間の祝賀会
でしたが、井前会長エレクトは隣のテーブルの女性会
員のみの韓国のＲＣと特に親睦を深めておられまし
た。 

ＲＣＢＢは会員数 100 人余りのクラブですが、会員
の年齢も若く、また女性会員も多く活気あふれる元気
なクラブです。高槻ＲＣとＲＣＢＢはすでに姉妹クラ
ブ関係が 7 年近く経ちますが、共同の奉仕プロジェク
トを模索したいと思っております。 

ところで姉妹クラブでは更に古いオーストラリア
のトゥーンバ東 RC があります。このクラブとは高槻
市と姉妹都市である関係からツインクラブ関係を締
結し、高槻市中学生英語弁論大会の優秀者をオースト
ラリアへホームステイ招待という素晴らしいプログ
ラムで交流がありました。しかしこのプラグラムの終
了後は当クラブと疎遠になっております。 

姉妹クラブを持つ意味は、お互いの会員同士の定期
的な国際交流と同時に、現地での国際奉仕プロジェク
トを実施することが目的であると考えています。私も
近いうちに一度トゥーンバ東ＲＣに訪問したく思っ
ています。 

国際奉仕委員会の篠原委員長、委員の方々には、姉
妹クラブとの共同事業を模索して頂きたくお願いい
たします。 

 

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


  

  

◎2019-20 年度マレーシア RCBB 会長就任式 
・2019 年 8月 10 日(土)に行われ、入谷会長・井前会長
エレクトの 2名が出席致しました。 

 
 

◎幹事報告 
・高槻現代劇場より、高槻現代劇場にて開催されるイベ
ントのチラシが届いております。後方テーブルに置い
ておりますので、ご自由にお持ち帰りください。 

 

 

◎委員会報告 
〇青少年奉仕委員会           松下 浩章 
・「秋のＲＹＬＡセミナー」開催ご案内がホストクラブの
大阪南 RCより届いております。回覧を回しますので、
ご参加いただきますようよろしくお願いいたします。 

【日  程】2019年 11月 2 日（土）～4日（月・祝） 
【研修場所】サントリー箕面トレーニングセンター 
       〒562-0027 箕面市石丸 2 丁目 11-1 
       TEL：072-729-7324 
【定  員】50 名(定員に達した時点で募集終了します。) 

【申込締切】9月 30日(月) 
【参 加 費】 

参加青少年受講料  １名 12,000 円 
 ロータリアン登録料（日帰り参加） １名  3,000円 

 ロータリアン登録料（全日参加）   １名 12,000円 

 

〇社会奉仕委員会           橋本 憲治 
・今年で 4回目を迎える薬物乱用防止啓発活動を開催い
たします。高槻 IAC のメンバーにダメぜったい君の着
ぐるみを着用していただき、RCのメンバーにはチラシ
等の配布と乱用防止の写真パネルを掲示しているバ
スへの誘導をしていただきます。御協力よろしくお願
い申し上げます。 

【日程】2019年 9月 1 日（日） 
      10：00 高槻現代劇場 錦松鶴前集合 

 

〇ゴルフ同好会            岩﨑 貞治 
・「2019-20 年度第 40 回大輪ゴルフ会開催のご案内」が
届いております。先日もご案内致しましたが、正式な
案内状が届きましたので、回覧を回します。皆様ご参
加を宜しくお願い致します。 

【日  時】2019 年 10 月 29 日(火) 

【場  所】西宮カントリー倶楽部 

【競技方法】18H ダブルス戦 2 人のロースコアを採用
（HC はダブルペリア方式） 

      （原則ペアは同一クラブ） 

【プレー代】19,826 円（税込、キャディ付乗用カート） 

      ※茶店、ショップ、練習場に係る費用は
別途個人支払い 

【参加費用】10,000 円 

【参加人数】120 名程度（応募多数の場合は先着順） 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

会場でバナーの交換 

ニコニコ参加費を新会長に手渡し 

 

就任式前にリックさんと 

ブキビンタンの幹事役員 

大会前に恵まれない子達のサポート 



 

 ◎高槻中学高等学校インターアクトクラブ 

海外研修報告・活動報告 

 

高槻中学高等学校インターアクトクラブ 
顧 問   田中 敏博様 
会 長   栁  蒼太様 
副会長   三井 育俊様 
副会長   張  東海様 

 

 

高槻高校IAC 活動報告
2019年8月21日

高槻高校 栁 蒼太 三井 育俊 張 東海

 

お話しすること

①２０１９年度 海外研修活動報告
① １日目、２日目 担当：三井 育俊

② ３日目、４日目 担当：張 東海

③ 総括 担当：栁 蒼太

②２０１９年度 文化祭企画

③ボランティア委員会 ２学期活動予定

 

IAC海外研修inタイ
2019/8/2-8/6

１日目 ２日目 振り返り

担当 三井育俊

写真が少ないのは、ご容赦ください。

 

出会い

さて、研修は出発から一夜
明け、二日目に入った。

今日のメインイベントは、
言わずもがな、交流会と
「ウェルカムパーティー」
である。

みんなでトレジャーハント、
奉仕活動をした後、パー
ティーとなった。

奉仕活動では、３チームに
分かれて、植樹、ゴミ拾い、
ペンキ塗りをした。

ゴミ拾いを除いては、珍し
い経験をすることができ、
とても面白かった。(ことでしょ
う)

 

パーティー！

奉仕活動の後、いよいよ
パーティーがはじまった。

しかし、ここで無茶振りが
あり、それぞれのチームで
出し物をしなければならな
くなった。が、他校の生徒
や、現地の人たちと交流す
ることができ、良かったと
思う。

ひと段落ついたところで、
プレゼント交換になった。

それぞれが、バディ乗っと
ころへ行き、交換した。

みんな、笑顔だった。

 

今回の海外研修の写真をまとめたものは
文化祭で展示する方針です。

＊どのような形でするかは未定です
＊今後、予告なく変更される場合があります

 

いよいよ

8月２日、タイへの出発を控
えて、みんな「楽しみ」と
いう気持ちと、「幹事校と
してうまくやっていけるの
だろうか」という不安を
持っていたと思います。

そんな我々をよそに、時間
は進み、説明や結団式も終
わり、タイへ飛び立つ時が
やってきました。

この時には、朝にあった不
安は何処へやら！、でみん
な笑顔になってました。

こうして、我々の海外研修
は始まった。

  

ワット·ポー ワット·アルン エメラルド寺院＆王宮

 



  

 

フェアウェルパーティー

 

アユタヤ遺跡巡り
＆

象乗り

ウィハーンプラモ
ンコンボピット ワットマハタート

ワットヤイチャ
イモンコン

ワットプラシーサンペット

像乗り体験

 

タイで最後の夕食

 

バイバイ、タイ！

 

栁 蒼太

総括

 

 

ビックCで爆買い！！

タイスキ
 

交流

司会

ダンス

名刺づくり

会場設営

場づくり

プレゼン
テーション

挨拶

多くの経験
幹事校
の
責任

 

学んだこと

「まとめる」のは難しい

「苦手」が自分を強くする

 



  

 

「まとめる」のは難しい

 

「苦手」が自分を強くする

 

展示2 三井防災

• 防災バッグ

• 防災食

• DIG ~Disaster Imagination Game~

• ポスター〜活動報告〜

活動報告

＊内容を予告なく変更することがあります＊  

失敗

勇気チャンス

成功

努力

 

令和元年度
文化祭について

高槻高等学校

1年１組 三井 育俊

 

展示1 三井防災

• 避難所
• Paper Partition System (写真1)

• パーテーション(写真2)

• ダンボールによる簡易的な間仕切り(写真3) 写真1

写真2 写真3
＊内容を予告なく変更することがあります＊  

ゲーム

• いえまですごろく

• (防災)シャッフル

＊内容を予告なく変更することがあります＊
！展示のみになるかもしれません！  

体験

• 防災バッグの重さ

• 避難所でのプライバシー

• 避難所での居住空間の狭さ・広さ

• 防災ベッド

＊内容を予告なく変更することがあります＊  

高槻防災

三島救命救急センター様のご協力のもと

防災×医療をテーマにした企画をします！

 



 

 

 

 

◎ニコニコ箱報告 
・誕生記念内祝  松尾君 
・皆出席内祝   飯島君、入谷君 
・ご家族のお喜び 入谷君（6人目の孫が生まれました） 

・高槻中学高等学校の田中先生、栁君、三井君、張君、
ありがとうございます。          藤田君 

・高槻中学高等学校インターアクトクラブの皆さん、田
中先生、お忙しい中ありがとうございました。 

小阪君 
・高槻中学高等学校インターアクトの皆様、タイでの海
外研修大変良く頑張られ、とても感動しました。この
素晴らしい経験を糧に、益々精進されます事を期待し
ております。               西本君 

・新入会員歓迎会を開催いただき有難うございました。
今後とも宜しくお願い申し上げます。 

並木君・大角君 
・高槻中学高等学校 IACのより一層のご活躍をお祈りい
たします。                 内本君 

 

            本日の合計    ￥   50,000- 
          7/1 よりの累計  ￥ 425,000-

      
◎R 財団への寄付 
河合 一人君 ￥10,000-  松尾  浩君 ￥5,000- 
西本恵美子君 ￥5,000-  

 
本日の合計  ￥   20,000- 

          7/1 よりの累計  ￥ 193,460-     
         年次基金会員より   ￥  155,000- 
         年次基金ｸﾗﾌﾞより  ￥  33,460-

        ポリオプラス会員より   ￥   5,000- 
            一人当たり平均      ＄36.56  
 
◎米山奨学会への寄付 
 松下 浩章君 ￥5,000-   

 
  本日の合計  ￥    5,000-          
7/1 よりの累計   ￥  205,000-      

                会員より  ￥  85,000-      
               ｸﾗﾌﾞより   ￥ 120,000-      

一人当たり平均  ￥  4,184-      
 
◎青少年育成基金への寄付 
 藤田 貴子君 ￥5,000- 内本  繁君 ￥5,000- 
 松下 浩章君 ￥5,000- （高槻中学高等学校のインタ

ーアクトの皆様、バンコクでの海外研修ホストとして本当

にお疲れ様でした）  

 
本日の合計  ￥   15,000-      

7/1よりの累計    ￥   65,000-  

 

 

 

 

 

 

◎8/21 卓上花 

アンスリューム…情熱 

ユーカリ…思い出 

2学期
活動予定

 

活動面

クリーンハイク 9月・11月

芥川清掃プロジェクト 10月

大阪マラソンボランティア

12月初旬

献血＠HEP前 12月下旬

 

運営面

活動の企画・実行

ボランティア通信の発行継続

ホームページ作成

 

ご清聴ありがとうございました
今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い致します

 


