
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◎出席報告 

 
◎ ソング・・・R-O-T-A-R-Y 
◎ 卓話  藤井 敏雄君 
   「 ロータリー財団の活動 」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3182 回 本日（9/25）の例会 

 

 
 例会場・例会時間変更  

 於：山水館 18：00～  

 

◎ 国歌・・・・君が代 
◎ ソング・・・奉仕の理想 
◎ 委員会例会 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3183 回 次週（10/2）の例会 

No.11  2019 年 9 月 25 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 37 名 82.22 ％ 

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 3 名 

 

 

 

 

 

 

先週（9/18）の例会から 

◎ゲスト・ビジター            計 2 名 
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副幹事 吉成 典子様  大阪西南 RC 

 
株式会社タイムドメインラボ  

代表取締役  林 勲様 
 

 

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．みんなのためになるかどうか 

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 

 

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 

 

先週の土曜日に地区ロータリー財団セミナーがあり、
地区ロータリー財団委員会の委員でかつ当クラブの財
団担当の藤井会員と出席致しました。地区のロータリー
財団からは、地区補助金やグローバル補助金の活用、財
団寄付目標、ポリオへの寄付目標と根絶の話がありまし
た。詳しくは後日藤井会員より卓話で詳しいご説明があ
るかと思いますが、概略を報告いたします。まず今年度
の財団寄付目標は、①年次基金寄付：150 ドル１人当た
り②ポリオ、プラス基金：50 ドル１人当たり③恒久基
金：1,000 ドル、１人以上のベネファクターです。この
目標は当クラブとして必ず達成したいと思っています
ので会員の皆様のご協力をお願いします。 
地区のロータリー財団として、地区補助金又はグロー

バル補助金を使った内外での奉仕活動を推奨していま
す。私たち会員がロータリー財団に寄付している意味
は、その基金を利用し各クラブが地域社会や海外で喜び
を分かち合える奉仕活動をすることです。今年度で申請
して、井前年度でぜひ補助金を使った奉仕活動を実施し
てほしいと思います。 
次に財団の目標はポリオの根絶です。ロータリーは

30 年以上にわたって地球上からポリオをなくす活動を
継続しています。アフリカのナイジェリアでのポリオの
症例が３年間なく、アフリカ大陸でのポリオフリーが 

 

 

※10/2(水)送迎バスは、17：30高槻阪急前京都銀行前発 
 

※10月の誕生・結婚・入会記念・創業記念月御祝は、
10/9(水)例会にて行います。 

 
※10/9(水)例会後にクラブアッセンブリー・理事会 

を行います。 

 

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


  認定される可能性がありますが、まだパキスタン、ア
フガニスタン２か国でのポリオ症例数が66あります。
この根絶にはまだ多額に費用が必要です。ご存知のよ
うにロータリアンのポリオへの寄付額の２倍の金額
が、ビルゲイツ財団から拠出されます。ぜひ１人当た
り 50 ドル（日本円では 6,000 円）以上のポリオへの
寄付をお願いいたします。 
話は変わりますが、日曜日に第 58 回高槻市美術展

覧会の表彰式があり、委託賞の高槻ロータリークラブ
賞で参加いたしました。書、写真、デザイン、日本画、
洋画、工芸の部門があり、部門毎に表彰されましたが、
写真部門で当クラブの藤井会員が最高の市長賞を受
賞されました。おめでとうございます。藤井会員にと
って昨年に続き２年連続市長賞受賞です。私も作品を
拝見させて頂きましたが「初冬の里山」と言うタイト
ルでごく普通の風景ですが、雲と光との調和が素晴ら
しく幻想的でした。シャッターチャンスも大切です
が、藤井さんは写真撮影に素晴らしい才能をお持ちと
思いました。 
 
 
◎2019-2020 年度地区大会 PR 
 

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

 
2019-2020 年度国際ロータリー第 2660 地区 地区

大会を、12 月 13 日(金)14日(土)の 2 日間で開催致し
ます。初日は、今年の地区大会の目玉として、フレッ
シュロータリアン歓迎昼食会を行います。最近は入会
後 3、4 年で退会してしまう会員が多いという事をふ
まえて、フレッシュロータリアン同士で懇親を深めて
頂こうという企画となっております。入会 3 年未満の
会員が該当となっておりますが、5 年以内の入会の浅
い会員であればご参加いただけます。参加費も無料で
すので、ぜひご参加下さい。初日は、フレッシュロー
タリアン歓迎昼食会、開会式、3 つの分科会、地区大
会晩餐会の順で行われ、リーガロイヤルホテルでの開
催となっております。2 日目は、大阪国際会議場での
開催となっております。本会議後、「若者が躍進する
世界を目指して」というタイトルで公開シンポジウム
が開催されます。公開シンポジウムですので、多くの
ロータリアンはもちろん、ご家族・ご友人・社員様・
お知り合いのスポーツチーム・青少年・青少年育成者
にご来場賜りたいと存じます。スポーツ界から若者の
育成にご熱心なお二人方、元ラグビー日本代表 大畑
大介氏、阪神タイガース内野手 鳥谷敬氏をお招き
し、ご自身の経験談を交えた様々なお話を小澤昭博ア
ナウンサー（読売テレビ）の進行で繰り広げる企画と
なっておりますので、お誘い合わせて多数の皆様にお
越し頂ければと思っております。2 日間の地区大会を
どうかよろしくお願いいたします。 

◎幹事報告 

・公益財団法人米山梅吉記念館「全国一人 100 円募金運

動」の募金 4,000 円を 9 月 12 日振込致しました。皆

様ご協力ありがとうございました。 

・「長崎・佐賀豪雨災害（令和元年 8 月豪雨）」義捐金

36,500 円を 9 月 12 日振込致しました。皆様ご協力あ

りがとうございました。 

・高槻市街にぎわい部文化スポーツ振興課より、「高槻
市美術展の委託賞についてのお礼状」が届いておりま
す。 

・大阪北梅田 RC より「例会変更・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。 

 

 

◎委員会報告 
〇青少年奉仕委員会          松下 浩章 
・「2019-2020 年度インターアクトクラブ年次大会のご
案内」が届いております。本年度は、四天王寺高等学
校・中学校 IAC と大阪天王寺 RC がホストとなり開催
されます。インターアクターはもちろんロータリアン
の皆様に多数のご参加をいただければと思っており
ます。午前中のみの参加でも結構ですので、ご参加宜
しくお願い致します。 

【日 時】2019 年 11 月 10日(日) ※9：30～受付  
10：00 開会 15：30 終了予定 

【場 所】四天王寺高等学校・中学校（和光館） 
【テーマ】「心の物差しをたくさん持とう 
        ―Interact Meets Diversity―」 
【登録費】インターアクター、顧問、ローターアクター 
       1,000 円/1人 
     ロータリアン 
       3,000 円/1人  
 
〇職業奉仕委員会 
〇クラブ運営委員会          内本  繁 
・11 月 20 日(水)は職業奉仕委員会とクラブ運営委員会
の合同の企画といたしまして、会社見学と秋の親睦会
移動例会を開催致します。回覧を回しますので、多数
の皆様のご参加を宜しくお願い致します。 

【日 時】2019 年 11 月 20日(水) 
【出 発】松坂屋西側前より観光バス 11：00 発 
【昼 食】観光バス車中にてお弁当をご用意致します 
【場 所】13：30～15：00 

滋賀大学彦根キャンパスにて講演・見学 
15：30～16：30 
滋賀県湖東三山・西明寺にて紅葉見学 

     17:30～19：00 
     びわ湖プリンスホテルにて夕食 
【ドレスコード】上着着用・ノーネクタイ可 
【会 費】会員￥10,000-・ご家族￥5,000- 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

◎卓話 

 

「 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～ 」 

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

 

 

 

 

 
クルマもそうであるように、オーディオは実用品に

なってしまったので、いままでのようには売れなくな
ってしまいました。 
タイムドメインラボはオーディオメーカーですが、

修理やチューンアップを主な生業にしています。 

 

ステレオ再生（2 本のスピーカーでの再生）で、ス
ピーカーの存在を感じるのは、右側、左側それぞれが、
元の音とは違う音（ひずみ）を出しているからです。 
音をグラフで表す方法として波形と周波数特性と

いうのがあります。このことは砂で作った城の形が波
形、城を形作る成分である砂粒が周波数にたとえるこ
とができます。砂粒を保持することは比較的たやすい
ですが、形は崩れやすく、崩れると何かわからなくな
ります。音も同じで、聞き取りづらいと感じる音は、
崩れてしまった城のようで、波形の山が崩れてしま
い、谷が埋まってしまっています。こう崩れてしまう
といくら音を大きくしても、元の形ではないので何の
音かわからなくなります。逆に波形がしっかりしてい
ると、小さくても遠くでも聞こえます。  
タイムドメインのスピーカーでは、波形再生に優れ

たシステムであり、耳なじみのある音（声や自国の民
謡やガラスの割れる音など）が非常にリアルに聞こえ
てきます。 
 

 



 

 

◎ニコニコ箱報告 
・誕生記念内祝  光本君（誕生記念ありがとうございま   

          す。娘の誕生日が近く私の誕生日が薄

まってしまっているので本当に嬉しい 

です。） 

・高槻中学・高等学校の文化祭に行かせて頂きました。 
若い人たちの輝きがまぶしかったです。ありがとう 
ございました。             藤田君 

・林様、卓話ありがとうございました。   入谷君 
・林さん、卓話ありがとうございました。高槻中学・
高等学校文化祭来て頂いた方、ありがとうございま
した。                 小阪君 

・本日の外部卓話、林様ありがとうございました。 
長山君 

 

              本日の合計   ￥  25,000-  
    7/1 よりの累計   ￥ 520,000-  
 

◎R 財団への寄付 
 入谷 治夫君 ￥ 5,000- 河合 一人君 ￥10,000- 
 丸山 俊郎君 ￥10,000-（ポリオプラス） 
 丸山 俊郎君 ￥10,000- 山口  誠君 ￥ 5,000- 

 
本日の合計  ￥   40,000- 

         7/1 よりの累計  ￥ 278,460-     
        年次基金会員より   ￥  210,000- 
        年次基金ｸﾗﾌﾞより  ￥  33,460-

       ポリオプラス会員より  ￥  35,000- 
           一人当たり平均      ＄53.61  
 
◎米山奨学会への寄付 
 山口  誠君 ￥5,000-   

 
本日の合計  ￥    5,000- 

          7/1 よりの累計  ￥  225,000-      
                会員より  ￥  105,000-      
               ｸﾗﾌﾞより    ￥ 120,000-      
                  一人当たり平均   ￥  4,592-      
 
◎青少年育成基金への寄付 
 藤田 貴子君 ￥ 5,000- 丸山 俊郎君 ￥10,000- 
 山口  誠君 ￥ 5,000- 

 
本日の合計  ￥   20,000-      

7/1 よりの累計  ￥   90,000- 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎9/18 卓上花 

アルストロメリア  ········ 幸い 

ブルーファンタジー ······· 永遠 

 

モバイルバッテリーで有名な cheero（チーロ）か
らタイムドメインの技術を取り入れた睡眠スピーカ
ーが販売されて好評をはくしています。 

 


