
1 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

No.12  2020 年 10 月 7 日 発行 

ホルガー・クナーク RI 会長 

 

 

 

ロータリーは機会の扉を開く 

 

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 〒569-1116 高槻市白梅町 4-1 高槻阪急 6 階 

    TEL 072-683-1158  FAX 072-683-1174 

    URL  http://www.takatsukirc.org/ 

    E-mail takatsuki.rc@bird.ocn.ne.jp 

例会日 毎週水曜日 12:30～13:30（10/7 は 12:30～13:10） 

例会場 高槻阪急 6 階 多目的ホール TEL 072-684-5379 

創 立 1954 年 6 月 15 日 

会長 井前憲司 幹事 内本繁 クラブ運営委員長 長山正剛 会報担当副委員長 坂野信一 
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２０20～２０２1 

  

高槻ロータリークラブ 

 

 
 

◎ 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  松下 浩章君 

「 島本町の魅力 」 
◎ 例会後の行事 

   10 月度定例理事会 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3219 回 本日（10/7）の例会 

 

 
 
◎ ソング・・・四つのテスト 
◎ 卓話  山口 誠君 

「 この地球を長く使い続けるために 」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3220 回 次週（10/14）の例会 

先々週（9/23）の例会から 

◎ゲスト                 計 4 名 
 

高槻市教育委員会事務局  参事 田中 健文様 
 

国際ロータリー第 2660 地区  
ガバナー 簡 仁一様（茨木 RC） 

 
地区副代表幹事 土方 慶之様（茨木 RC） 

 
地区幹事    山本 高司様（茨木西 RC） 

 

◎9/23 出席報告 

会員数 出席者数 出席率 

50 名 44 名 100 ％ 

前々回例会補正後出席率  100 ％ 

但し、 Mup 0 名   欠席者 0 名 

出席規定摘用免除有資格者 3 名 

 

 

 

 

 

 

 

10 月は地域社会の経済発展月間 / 米山月間 

 

 

 

10 月度 記念月御祝    
 

◎ 結婚記念 

 羽根田茂子・新吾 御夫妻  55 周年 

 香西 徳治・津弥子御夫妻  41 周年 

 河合 一人・貴美 御夫妻  36 周年 

 石田 佳弘・里美 御夫妻  35 周年 

 松下 浩章・早生 御夫妻  29 周年 

 坂野 信一・志津子御夫妻  23 周年 

 

◎ 入会記念 

   松尾  浩君        21 周年 

   伊藤 智秋君        14 周年 

   江澤  由君         1 周年 

   齋藤 良輔君         1 周年 
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◎会長の時間 

 

今日は簡ガバナーをお迎えしての例会です。ガバナ
ー簡さんは、今年 1 月サンディエゴで行われた国際協
議会で世界各国のガバナーと共に勉強してこられて、
今年度の地区方針「BACK，To the FUTURE」を打ち立て
られました。これは、ロータリーの基本を再認識して、
ロータリアンの誇りと自信を持って、未来を築いてい
こうというものです。我がクラブも、「足元を確認し、
ロータリーの仲間と連携し、世界を輝かそう」という
年度スローガンを立てていますが、幸い地区方針と方
向性では同じではないかと思っています。今日後ほど
簡ガバナーからアメリカでの会議の模様などお聞きで
きればと思っています。また RI 会長のホルガーさん、
この方は簡さんと入会同期ですが、その素顔も見てこ
られました。その印象もお聞かせいだければと思って
います。ホルガーさんはラフなスタイルで方針も非常
に柔軟なものであると感じています。 
 さて高槻ロータリークラブは現在 60余年の歴史と会
員数 50 名のメンバーを擁しています。先般西川ガバナ
ー補佐が来られたときも IM第 2組では会員数で 3つの
指に入るクラブで、活動も活発であるとお褒めをいた
だきました。実際我がクラブは、殻に閉こもったクラ
ブではなく過去 5 年間計画的に高校生対象に野球・ダ
ンス・吹奏楽・和太鼓を応援し、これらの活動を通じ
て本日顕著な功績を挙げた学生さん達を表彰させてい
ただきました。また、幼稚園児には、いのちキラキラ
食栽活動で園児と父兄・教諭の方と一緒に野菜の苗を
植え一緒に収穫する行事を過去１２年間継続し、マレ
ーシアのＲＣも参加しての国際協力基金も利用させて
いただきました。今回も地域のニーズをどう汲み取る
か、理事会にて検討しているところです。今までの活
動で手の差し伸べられていない分野でどう奉仕活動が
出来るか、市民の皆さんにどう理解していただけるか、
広報をどうするかが課題だと思っています。この点あ
と２年後に市民会館がリニュールされるので、その皮
切り公演を市民の方々に公開して共にお祝い出来ない
かなと考えています。また、今年度は今まで後援の形
で行っていた幼児・小学生向けの音楽会を地区の補助
金をいただき開催いたします。ベートーベン生誕 250
年の年でもあるのでそれらを盛り込んだ会になればと
思っています。ホルガーさんの話の中にありました、9 

 

 
10 月度 創業記念月御祝 

 

岩﨑 貞治君 大阪ガス㈱ 

       M.38.10.19      115 周年 
 
本多  了君 ㈱明治 

       T.5.10.9        104 周年 
 
浜田 厚男君 浜田電気工業㈱ 

       S.35.10.14      60 周年 
 
川面 智義君 三雅産業㈱  

       S.44.10.1       51 周年 
 
石田 佳弘君 ㈱カルモ 

       S.61.10.1       34 周年 
 

  浦中 郁文君 ルーマ㈱ 

        H5.10       27 周年 
 
  阿佐部乃介君 ㈱アベストコーポレーション 

        H.15.10       17 周年 

 

年前ベルリンで年 1 回子供向けの楽しいショーを若い
人たちが先導して始まりましたが、今では何千人とい
う恵まれない子供たちに喜びを与えている会として定
着しています。そんな会になればと思っています。こ
れで会長の時間といたします。     
 
 
◎幹事報告 

・摂津 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。 

・クールビズは 9 月末で終了となります。10/7(水)の
例会より、男性の会員はネクタイの着用をお願い致
します。 

 
 
◎委員会報告 
・本日はございません。 
 
 
◎青少年育成基金事業表彰 
〇創立 65 周年記念高槻 RC 青少年育成基金委員会 

2019-2020 年度委員長 伊藤 智秋 
 

本日は高槻市教育委員会より田中様にお越し頂きま
した。田中様ようこそおいで下さいました。高槻 RC は
創立 40周年の高槻 RC文化基金の創設から 27年間絶え
ることなく青少年育成の為に尽力して参りました。こ
の度の創立 65 周年記念高槻 RC 青少年育成基金の活動
として、府立高校、高槻島本地域の中学校、小学校の
児童生徒の中から小学生 5 名、中学生 3 名と中学校の
一団体、支援学校の団体を表彰させていただく事とな
りました。子供たちの活動に表彰という形で光を当て
ることは彼らの存在・努力・可能性を地域の大人たち
が認め希望を託すことだと思います。ロータリーには
優先される 6 つの重点分野がございます。平和の推進・
疾病との闘い・きれいな水の提供・母子の健康・教育
の支援・地元経済の成長、そしてここに新たに環境保 
全が加わることとなりますが、この全てを彼らに託す
ことが出来ます。またこの全てが彼らの物であり、世
界の明るい未来に繋がる道となります。コロナ渦の中
で、私ども高槻 RC も活動が制限されております。本来
ならば表彰させていただきます皆様をお招きしたいと
ころではございますが、高槻市教育委員会の田中様に
代表してお越しいただく事になりました。この素晴ら
しい事業のクライマックスである表彰状の授与式を簡
ガバナーご臨席の場で執り行う事ができますのは、高
槻 RC の喜びでございます。今年度以降も青少年のため
の活動を行ってまいりますので宜しくお願い申し上げ
ます。 
 

〇プレゼンター   2019-2020 年度会長 入谷治夫 
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高槻市教育委員会事務局から参りました田中でござ
います。この度は高槻 RC 創立 65 周年おめでとうござ
います。青少年育成基金という事でこのような賞を沢
山の子供達あるいは団体に与えて頂き、窓口を私がさ
せていただきましたけれども、本人だけではなく保護
者の皆様、校長をはじめ学校の先生方も大変喜んでお
られます。こんなにも制限のあるこのご時世の中、こ
のような光栄な賞を頂きまして「大変励みになる、今
後も頑張りたい」をいう声が届いて参りました。府立
高校の支援学校、高槻島本地域の中学校、小学校共々
私が代表致しまして御礼を申し上げさせていただきま
す。日頃は幼稚園教育も含めまして大変なご支援をい
ただいております。重ねてお礼申し上げます。この度
は誠にありがとうございました。 
 

【青少年育成基金事業表彰者】 
 
・「地域社会への参画」に関わる取り組みの大きな成果

に対して 
         大阪府立高槻支援学校 高等部 殿 
 
・イベントアート甲子園 2019 最優秀賞 受賞 

高槻市立第二中学校 美術部 殿 
 

・全国学芸サイエンスコンクール詩部門 金賞 受賞 
高槻市立如是中学校 碓井 渚 殿 

 
・第 88 回全日本フィギュアスケートジュニア選手権 

優勝（横浜）受賞 
高槻市立第九中学校 河辺 愛菜 殿 

 
・陸上 大阪総合体育大会男子走り幅跳び 優勝 受賞 

高槻市立第十中学校 大川 陸 殿 
  

・ポール・スポーツ世界大会 2019（カナダ）優勝 受賞 
高槻市立竹の内小学校 牧 姫奈 殿 

 
・ピアノ全国コンクール 銀賞 受賞 

高槻市立安岡寺小学校 川名 千咲 殿 
 
・オセロ小学生グランプリ 2019 優勝 受賞 

高槻市立安岡寺小学校 薬師寺 健太 殿 
 

・第６回日本けん玉協会ジュニア杯争奪戦 優勝 受賞 
高槻市立川西小学校 岸本 唯愛 殿 

 
・糸東会空手道関西地区大会 三連覇 受賞 

高槻市立松原小学校 崎中 舜矢 殿 
 

〇高槻市教育委員会事務局     参事 田中 健文様 

 

 

 

◎ガバナー公式訪問 
 
国際ロータリー第 2660 地区 ガバナー 簡 仁一様 

 

ホルガー・クナークRI会長テーマ 
「Rotary Opens Opportunities」 
～ロータリーは機会の扉を開く～ 

 
クナーク会長は、このテーマについて、ロータリー

がクラブに入会するというだけではなく、「無限の機
会への招待である」という思いを込めた、と語ってお
られます。 
 
「奉仕プロジェクトを通じて会員自身や受益者の人

生をより豊かにするための道を開くのがロータリーで
ある」と力説され、「ロータリーは、リーダーシップ
の機会、奉仕のアイデアを実行に移すために世界を旅
する機会、そして生涯続く友情の絆を築く機会を与え
てくれる」とも述べられました。 
 
そのうえで、「私たちのあらゆる活動が、どこかで、

誰かのために機会の扉を開いています」と強調されま
した。 
 
このRI会長のテーマに基づき、2020-21年度第2660地

区の年次目標を6項目掲げました。 
 
1.会員基盤の強化 
年代、職業、男女の別いずれにおいても、多様な会

員を受け入れる柔軟性と、ロータリーの基本的な価値
観を再認識し、クラブのあり方を方向づける「クラブ
ビジョン」を作成しましょう。問題意識を共有し、会
員の退会を防ぐ姿勢を、だれもが持ち続ける必要があ
ります。 
 
2.ポリオの根絶 
現在、ポリオウイルス株の2型、3型は根絶され、あ

とは１型だけです。日本時間8月26日に、WHOが、アフ
リカでポリオが根絶されたと宣言しました。これによ
り、ポリオの常在国は、アフガニスタンとパキスタン
の2か国だけとなりました。ポリオの発症がどこかで起
きている限り、感染の危険は世界中の子どもに及ぶこ
とになります。世界中で根絶されるまで活動を続けて
いきましょう。 
 
3.青少年の活動を支援 
未来を担う若い世代を支援し、リーダーを育てるこ

とは、ロータリアンの使命です。当地区は、インター
アクト、ローターアクト、青少年交換、ライラ、米山
奨学生、ロータリー学友などの青少年プログラムに積
極的に取り組んでいます。ロータリアンと青少年がと
もに活動できる奉仕の機会を、さらに作っていきまし
ょう。 
に 
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4.ロータリー財団活動の推進 
ロータリー財団は、ロータリーの奉仕プロジェクト

を支える柱です。年次基金は、3年後の奉仕活動の資源
となり、恒久基金は将来のロータリー活動を担保し、
ポリオ基金はウイルスとの闘いの象徴です。ご理解い
ただき、ご協力をよろしくお願いします。 

 
5.米山記念奨学会活動の推進 

 日本と海外との懸け橋となる米山奨学生の支援をお
願いします。4月から継続を含めて、49名の米山奨学生
が、皆さんのクラブでお世話になっております。未来
を担う若い力を応援してください。 
 

6.IT化の推進と公共イメージの向上 
IT化は避けては通れません。My Rotaryの登録、クラ

ブセントラルの活用をぜひ、よろしくお願いします。
ロータリーについて知ってもらうための一番の広告塔
は、ロータリアン自身です。会員以外の人にも、ロー
タリーに親しんでもらう機会をつくっていきましょ
う。 

 
 
私は、地区スローガンを決定するにあたって、3つの

ことを考えました。 
 
① 基本の再認識を 
ロータリーは変わったのか、という声をよく耳にし

ますが、私はそうは思いません。2019年-20年度の新し
い標準ロータリークラブ定款は、表現が多少異なって
いるとはいえ、基本となる考え方は従来と同じです。
それは、すなわち、四つのテスト、超我の奉仕、中核
的価値観といったロータリーの価値観です。 
そして、ロータリーは、こうした価値観を共有する

人たちの集まりであり、だからこそ、確かな信頼関係
が築かれているのです。今こそ、ロータリーの基本を
再認識しましょう。 
 
② 誇りと自信を持って 

 ロータリーで、私は、多くの尊敬できる先輩の皆さ
ん、多くの信頼できる友人を得ることができました。
一人ではなかなかできない奉仕活動に取り組むことが
でき、その活動を通して、大きな感動を得ることもで
きました。 
こうした素晴らしい集まりの会員であることに改め

て意識を向け、ロータリアンとしての誇りと自信を、
皆さんに持っていただきたいと思います。 

 
③ 未来をつくる 
時代に対応する多様性、柔軟性、適応力がなければ、

ロータリーの未来を創っていくことはできません。例
えば、SF映画のように、過去に戻って、今を変えるこ
とはできないのです。 
しかし、未来は、私たちの手の中にあります。私た

ちが、未来をつくっていくことができるのです。 
 
私は、こう呼びかけたいと思います。 

 
ロータリーの基本を再認識してください。 
ロータリアンとしての誇りと自信を持ってください。 
そして、一緒にロータリーの未来をつくっていきまし
ょう。 

 

 
そこで、地区スローガンは 

 
「Back to the Basics and Fly to the Future」  

(ロータリーの基本に戻って、新しい未来へ） 
の意味を込めて 

 
BACK, To the FUTURE 

～基本に戻って、未来へ～ 
 
とさせていただきました。 
 
これから一年間、クラブの皆さまとともに、基本を

見つめ直して考え、歩んでまいりたいと思っておりま
す。 
どうぞよろしくお願い申し上げます。 
 
 
 

◎地区大会 PR 
 

地区副代表幹事  土方 慶之様 
地区幹事     山本 高司様 

 

 

地区幹事をさせいただいております茨木西 RC 山本
でございます。土方地区副代表幹事に看板を持たせて
大変失礼ではございますが、本日は例会のお時間を拝
借させていただいて今年度の地区大会の PR をさせい
ただきます。2 年前から様々なエンターテイナーにお
声がけをして、思いっきり楽しい地区大会にしようと
計画して参りましたが、新型コロナウイルス感染拡大
の影響の中、大幅な縮小を強いられてまいりました。
今年度は日程を 1 日だけに変更させていただきます。
12 月 12 日(土)1 日だけに変更し、大阪府立国際会議場
（グランキューブ大阪）にて開催致します。ウィズコ
ロナの時代の初の試みといたしまして、地区の HP か
ら地区大会の様子をライブ中継でご覧いただけるよう
準備を進めております。会場に来られない方にも映像
を通して 2660 地区のロータリアン全員が地区大会に
参加していただければと思っております。どうぞ宜し
くお願い申し上げます。どうもありがとうございまし
た。 
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 ◎ニコニコ箱報告 
・簡ガバナー、ようこそお越し下さいました。有益な
意見交換ができました。有難うございました。 

井前君 
・簡ガバナーようこそお越し下さいました。  伊藤君 
・簡ガバナー本日はお越し頂きありがとうございます。 

大木君 
・簡ガバナーお越し頂きありがとうございました。 

白石君 
・先週の卓話を聞いて頂き沢山の協賛を頂きました。
引き続きご協賛のご協力を宜しくお願い致します。 

                      浦中君   
・簡ガバナー、土方地区副代表幹事、山本地区幹事、
お越しいただきありがとうございました。  内本君     

 

              本日の合計   ￥  35,000-  
    7/1 よりの累計   ￥  603,000-  
 

◎R 財団への寄付 
河合 一人君 ￥10,000- 大木 城司君 ￥ 5,000-  
浦中 郁文君 ￥ 5,000- 内本  繁君￥ 5,000- 

 
本日の合計  ￥   25,000- 

          7/1 よりの累計  ￥  575,000-     
        年次基金会員より   ￥  315,000- 
         ポリオプラス会員より  ￥  260,000- 
           一人当たり平均   ＄   108.49 
 
◎米山奨学会への寄付 

井前 憲司君 ￥10,000- 白石 純一君 ￥ 5,000- 
 

本日の合計  ￥   15,000- 
          7/1 よりの累計  ￥  252,500-      
                会員より  ￥  130,000-      
               ｸﾗﾌﾞより    ￥ 122,500-      
                  一人当たり平均   ￥   5,050-     
 
◎青少年育成基金への寄付 

井前 憲司君 ￥10,000-   
伊藤 智秋君 ￥ 5,000-（青少年育成基金の表彰が出来

ました。ありがとうございま

す。） 

 
本日の合計  ￥   15,000-      

7/1 よりの累計  ￥  85,000- 

 

 

 

 

 

 

◎9/23 卓上花 
 
カーネーション ·· 美・友情 
 
スターチス ····· 途絶えぬ記憶 

 


