
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◎出席報告 

 
◎ ソング・・・四つのテスト 
◎ 外部卓話  
   株式会社トップ支援  
     取締役会長 山崎 修一様 

  「 あなたの会社、「次世代」大丈夫ですか？ 」 
◎ 例会後の行事 
   長期戦略委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3180 回 本日（9/11）の例会 

 

 
◎ ソング・・・手に手つないで 
◎ 地区大会PR  

   国際ロータリー第 2660 地区  
大会実行委員会 副幹事 吉成 典子様 

◎ 外部卓話  
   株式会社タイムドメインラボ 
    代表取締役 林 勲様 

  「 オーディオのプロから診た音 
～なぜ昨今のテレビの音は 

聞き取りづらいのか～ 」 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3181 回 次週（9/18）の例会 

No.9  2019 年 9 月 11 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 40 名 86.96 ％ 

前々回例会補正後出席率  90.91 ％ 

但し、 Mup 3 名   欠席者 3 名 

出席規定適用免除有資格者 5 名 

 

 

 

 

 

先週（9/4）の例会から 

◎ゲスト・ビジター           計 0 名 
 

 

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 
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高槻ロータリークラブ 

 

9月は基本的教育と識字率向上・ロータリーの友月間 

◎会長の時間 

 

先日の市民の健康・食育フェアの際の薬物乱用防
止運動へご参加の皆様、暑い中ご苦労様でした。こ
れも社会奉仕活動の一環ですが、当日はインターア
クターの参加もあり市民への十分な啓発活動が出来
たと思っています。そこで一つ提案ですが、高槻ロ
ータリークラブが地域社会で奉仕活動を行っている
ことへのＰＲとロータリーの認知度の向上をめざ
し、高槻ロータリークラブ名を入れたポロシャツを
着て活動すればどうでしょうか？今回一部の方は以
前地区が作成したポロシャツを着用されていました
が、当クラブ独自のポロシャツを作成し、参加者全
員が着用したく思います。クリーンハイクや高槻ハ
ーフマラソンのポイントスタッフの際にも利用でき
ます。 
ところで今月は「基本的教育と識字率向上月間・

ロータリーの友月間」です。日本では基本的教育、
識字率向上と言ってもピンときません。日本で問題
視されているのは、子供の貧困問題と児童虐待問題
ではないでしょうか？ 
まず貧困問題ですが、日本の子どもの相対的貧困

率は 2012 年の 16.3％をピークに下がっているもの
の、「6－7人に１人が貧困」と報じられています。そ
のために全国に 2,200 以上の子ども食堂がありま
す。社会奉仕活動として子ども食堂開設を支援され
ているロータリークラブもあるようです。 
次に親の子どもに対する児童虐待問題ですが、虐

待が起こるたびに新聞、テレビで報道されています。
今年度は当クラブの社会奉仕委員会で児童虐待防止
啓発活動として、市役所等から専門家を卓話に招き
当問題に関する認識を深め、撲滅に努める啓発運動
に繋げる予定です。 
個人的なことで恐縮ですが、私の長男の家族に 3

人目の子どもが先日誕生しました。大げさに言えば 
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  少子化防止に少しは貢献していると思いますが、生ん
だ嫁の言葉にちょっと感動いたしました。というのも
すでに 2 人の男の子がおり、3 人目が女の子でしたの
で嫁が私に「これから女の子の子育てを楽しみにして
います」と言ったことです。親として子育てを楽しみ
と捉えたら児童虐待と言う問題も起こらないのでは
と思っています。 
 
 

◎幹事報告 
・ガバナー事務所より『「長崎・佐賀豪雨災害（令和
元年 8月豪雨）」義捐金のお願い』が届いておりま
す。会員 1名につき 500円程度（最低）の寄附をお
願い致します。ご協力宜しくお願い申し上げます。 

・吹田 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。 

・9 月ロータリーレート 1 ドル：106 円 

 

 

◎委員会報告 
〇青少年奉仕委員会          松下 浩章 
・高槻中学高等学校ンターアクトクラブより、クリー
ンハイクのご案内が届いております。当クラブは提
唱クラブでもありますので、多くの皆様のご参加を
宜しくお願い致します 

【日  時】2019年 9月 29 日(日)9：00～12：00 

【集合場所】高槻中学高等学校 正門前  

【集合時間】8：45 

【持 ち 物】軍手、飲み物、タオル、ゴミ袋、 

※動きやすい服装 

 

〇国際奉仕委員会           藤井 敏雄 
・ポリオプラスへの寄付をお願いします。地区の目標
額は、各クラブ 1 人あたり 50 ドルとなっておりま
す。前年度は、1 人あたり 5,000 円の寄附をお願い
しておりましたが、寄附していただけなかった方が
いらっしゃった事と為替の関係とで、目標の 50 ド
ルに達しませんでした。今年度は 50 ドルを目標に
1 人あたり 6,000 円以上の寄附を宜しくお願い致し
ます。9 月 25 日の卓話でロータリー財団の話をさ
せていただきますので、詳しくはその時にお話させ
ていただきたいと思います。宜しくお願い致します 

 

 
〇クラブ研修委員会         馬渕 晴彦 
・今月は「ロータリーの友月間」です。ロータリーの
友 9 月号の推奨記事として、横書きの記事からは、
P.7「基本的教育と識字率向上月間」、P.12「ロータ
リーの友月間」、P.18「ALOHA ROTARY」をご紹介さ
せていただきます。お時間のある時に、ぜひ読んで
いただければと思います。宜しくお願い致します。 

〇社会奉仕委員会            石田 佳弘 

9 月 1 日(日)薬物乱用キャンペーン 

・今年の食育健康フェアには、2,450 人の市民の方に来
て頂きました。当クラブから参加いただいた方には、
午前・午後の部に分かれて 1,700 枚のチラシを配って
頂きました。高槻中学高等学校 IAC の生徒達は、暑い
中ダメ絶対君のぬいぐるみを着て活動して下さいま
した。高槻中学高等学校 IAC の皆様と高槻市薬剤師会
のご協力のもと事故もなく無事に終了致しました。お
手伝い頂きました皆様に感謝申し上げます。本当にあ
りがとうございました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

◎卓話 

  
「知っていると役に立つＪＫ事情について」                  田渕 謙二 

 



 

 

◎ニコニコ箱報告 
・誕生記念内祝  藤井君 

西田君（75才バンザイダー） 
・結婚記念内祝  長井君 
・入会記念内祝  早川君、馬渕君 
・創業記念内祝  藤井君、長山君 

古川君（田渕先輩,慰安婦の銅像なん 

とかして下さい） 

松下君（おかげ様で 50周年を迎える 

事が出来ました） 

 

              本日の合計   ￥  45,000-  
    7/1 よりの累計   ￥ 475,000-  
 

◎R 財団への寄付 
 入谷 治夫君 ￥ 5,000- 松下 浩章君 ￥ 5,000- 
 長井 正樹君 ￥ 5,000- 西田 直弘君 ￥10,000- 
 西田 直弘君 ￥10,000-（ポリオプラス） 

 
本日の合計  ￥   35,000- 

         7/1 よりの累計  ￥ 228,460-     
        年次基金会員より   ￥  180,000- 
        年次基金ｸﾗﾌﾞより  ￥  33,460-  

      ポリオプラス会員より  ￥  15,000- 
           一人当たり平均      ＄43.99  
 

 

 

 

◎9/4 卓上花 

カーネーション …集団美・熱愛 

スターチス（キノブラン）…永久不変 

◎米山奨学会への寄付 
 入谷 治夫君 ￥5,000-  西田 直弘君 ￥10,000- 

 
本日の合計  ￥   15,000- 

          7/1 よりの累計  ￥  220,000-      
                会員より  ￥  100,000-      
               ｸﾗﾌﾞより    ￥ 120,000-      
                  一人当たり平均   ￥  4,490-      
 
◎青少年育成基金への寄付 

 
本日の合計  ￥      0-      

7/1 よりの累計  ￥   65,000- 

 

 

 

 

2019-2020 年 度 例 会 プ ロ グ ラ ム 
     
     

月 日 内  容 例会後の行事 備  考 

9 月 

11 外部卓話（山崎 修一様） 長期戦略委員会（事務局） 
基本的教育と識字率向上月間 

ロータリーの友月間 

18 
大阪西南 RC 地区大会 RR 

外部卓話（林 勲様） 
   

25 卓話（藤井君）   ＊社会奉仕委員会 

10 月 

2 移動例会（於：山水館）18：00～/委員会例会   経済と地域社会の発展月間 

9 
第 2 回ガバナー補佐訪問 

記念月御祝/卓話（本多君・藤田君） 
クラブアッセンブリー/定例理事会 米山月間 

16 
移動例会（於：桃谷樓） 

卓話（山室君・西田君） 
職場見学（JT 生命誌研究館）   

23 ガバナー公式訪問     

30 定款による休会   ＊職業奉仕委員会 

11 月 

6 
記念月御祝 

私の履歴書（髙木君）/卓話（松尾君） 
定例理事会 ロータリー財団月間 

13 卓話（稲富君・白石君）   秋のライラ（11/2～4） 

20 移動例会（滋賀大学 職業奉仕会社見学） 秋の親睦会 IAC 年次大会（11/10） 

27 
二人三脚例会                  

外部卓話（高槻市長 濱田 剛史様） 
  ＊国際奉仕委員会 

 


