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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 

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 

 

 
  
◎ ソング・・・日も風も星も 
◎ 卓話  大木 城司君 

「 sign language 」 
◎ 卓話  飯田 哲久君 

「 会員増強・拡大について 」 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3226 回 本日（11/25）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 
◎ 年次総会 
◎ 卓話  光本 智輝君 

「 砕石業の PR 活動 」 
◎ 例会後の行事 

   12 月度定例理事会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3227 回 次週（12/2）の例会 

先週（11/18）の例会から 

◎ゲスト・ビジター            計 0 名 
 
 
◎11/18 出席報告 

会員数 出席者数 出席率 

50 名 36 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 1 名 

 

 

 

 

 

 

11 月はロータリー財団月間 

 ◎会長の時間 

 
 今日は 2 つのテーマの話から少しはなれて近況報告
を行います。3 つあります。 
一つは、IAC インターアクトクラブの 5 期目の総会が

高槻中学高校であり出席しました。高槻中学高校のク
ラブ主催で日赤ボランティアと RCが参加して約 2時間
半行われました。ここでは高校生や日赤ではボランテ
ィアをする意味を真剣に考えていました。私もロータ
リーの発足の精神と現在の会長の方針「機会の扉を開
こう」を簡単に説明しました。表現は違いますが、そ
の活動を通じて自分の内面的な喜びが得られる、とい
うのは共通することかなと思いました。ロータリーの
「奉仕」の精神と会員相互の親睦を両輪としながら、
地域のニーズを汲み取り奉仕活動を逆に IAC に活動参
加しながら理解を深めていければと思いました。 
 16 日は市内 7 クラブの懇親会がありました。ロータ
リー3 クラブ、ライオンズ 3 クラブ、青年会議所のメン
バーが参加しました。各クラブの活動目標、結果など
について報告がありました。コロナ禍での活動制約や
会員増強の苦労などの話がありました。印象としては
コロナ禍での例会開催への考え方でした。コロナリス
クを徹底的に避ける考えのクラブもありました。この
流れで、年内の行事は中止し、年明けの新年互礼会も
取りやめという提案もありました。我が高槻 RC として
は、東 RC の会長と検討し、提案のあった西 RC は欠席
とし、２クラブで細心の注意を払って行おう、但し政
府等から自粛要請がでればやめる、ということを話し
合いました。コロナウイルスが存在する限り、また有
効なワクチンが国民に行き渡るまで、こうした活動が
制限されるのはいかがかと思うからです。こうした組
織は市民の皆さんに向けてなにがしかの活動をする場
合には役立つと思います。昨日みどりヶ丘病院で感染
者職員１名患者６名が HPで発表されその後医療 6名＋
14 名計 26 名の陽性者が確認されています。病院での入 
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り口では検温手指消毒マスク配布が徹底されているに
も拘わらず陽性患者が発生しています。 
次に年次総会のご案内がポケットに入っていたと思

います。現在、理事会で会員増強のため入会金の取り
扱いについて協議しています。内容は細則の変更を伴
うため総会での承認が必要となります。そこで 12 月の
年次総会で細則の変更を提案する準備をしていました
が、スケジュール的に難しい状況になりました。今後
の理事会で再度協議しその結果を臨時総会を開催して
理事会提案としたいと思っています。昨日は理事会メ
ンバーの方には私の判断ミスでご迷惑をおかけしまし
たことをお詫びいたします。細則変更の手続きは若干
遅れますが確実にやっていきますので、会員入会での
活用についてもう少しお待ちいただきたいと思いま
す。 
最後に、私的な件ですが先日我が社の 50 周年記念パ

ーティーを神戸のホテルで行いました。山水館さんや
アベストさんにご相談していたのですが、コロナ規制
で社員入場が困難なため遠隔地での開催となりまし
た。そこで金田会頭から、高槻にはコニカミノルタの
研究所があり、コラボ出来るところを広く求めている
ので高槻の方是非検討してみては、とのお話しがあり
ました。余談でしたがご参考までに。これで会長の時
間を終わります。 
 
 
◎幹事報告 
・12 月 4 日(水)開催の年次総会のご案内を例会ポケッ
トに配布しております。ご出席宜しくお願い致しま
す。 

・地区内 80 クラブの例会の開催予定を地区のホームペ
ージで見れるようになりました。メイクアップされ
る場合の参考として、地区ホームページのトップペ
ージ「例会情報はこちら」からご確認下さい。 

・大阪平野 RC より「事務局移転のお知らせ」が届いて
おります。詳しくは事務局へお問合せ下さい。 

・ガバナー事務所より、第 2660 地区のガバナー・ノミ
ニー・デジグネート（2023-2024 年度ガバナー）に大
阪中央 RC所属の辻川功一氏が選出されたとのご報告
が届いております。辻川様は平野にあるツジカワ株
式会社の専務取締役をされております。 

・地区内のローターアクトクラブとロータリークラブ
でコロナウイルスの感染者が発生したとの報告を受
け、ガバナー事務所よりコロナウイルス感染症への
対応について指導いただいております。クラブ内で
会員のコロナウイルス感染者が確認された場合は、
地区とクラブが情報を共有できるよう専用メールア
ドレスにて地区へ報告する事となっております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎委員会報告 
〇クラブ運営委員会          浦中 郁文 
・12/19(土)にクリスマス家族例会をホテルアベストグ

ランデ高槻にて開催致します。コロナの第 3 波がき
ている中での開催となりますが、細心の注意を払い
ながら開催したいと思っております。ぜひ皆さんと
交流をもてたらと思っておりますので、ご参加宜し
くお願い致します。 

【開催日時】2020 年 12 月 19 日(土)17：30～20：20 
【開催場所】ホテルアベストグランデ高槻 
【登 録 料】 会 員 15,000 円 

ご家族 10,000 円 
ご家族（小学生以下） 3,000 円 
ご家族（3 歳児以下） 無料 
 
 

◎卓話 
「 ハラスメントについて 」  清水 利男 
 

近頃日本国、日本人、日本企業等々、全てにおいて
元気がないように思います。平和であるけれども、未
来に向かって発展する国のようには思えない。なぜだ
ろうかと考えてしまいます。 
 1945 年終戦を迎えました。私は８歳でした。今から
振り返って見ましたら、戦後の荒廃した日本国が自由
民主主義国家として立ち上がり、国難を乗り越えて、
世界有数の国家として発展しました。これは、国民の
努力の結集された賜物と思いますが、当時の経済人に
傑出した経営者が多数輩出され、彼らが日本の国を引
っ張って行ったと言っても過言ではないように思いま
す。 
 彼らは、政治家を使い、国民全てが公平に食べられ
るように、経済発展に尽くし、日本は豊かになり、一
億総中流と言われるまでになっていった。その後も日
本経済は発展に次ぐ発展をしていったのです。 
 企業人として、トヨタ・豊田喜一郎、パナソニック・
松下幸之助、ソニー・井深大、日清食品・安藤百福、
ホンダ・本田宗一郎、大物創業者が輩出されてきた。 
 経営人として、経団連会長より、石坂泰三、土光敏
夫など、力のある会長が政治家と組み、日本国発展に
力を尽くしたと考えられます。 
 1950 年頃より 1985 年頃まで、景気は順調な発展に
次ぐ発展をしていきました。そしてバブルの時代を迎
えました。1985 年から 1989 年 12 月 29 日、日経平均
38,915円をつけました。その後バブル崩壊に突き進み、
2009 年 3 月 10 日、日経平均 7,054 円になりました。 
1991 年頃より、バブル崩壊により、日本国、日本人に
元気がなくなってきました。その間いろいろな事件が
発生したり、銀行が潰れたりし、ますます意気消沈気
味になり、前向きに進むより、後ろ向きになってきた
ように思いました。 
 その原因に、私は 3 つの事を考えました。 
 その１つは、平成 15 年の個人情報保護法、その 2 に、
コンプライアンス（法令遵守）の強化、その 3 に、ハ
ラスメント（弱い立場の相手に嫌がらせをする行為）
等が経営に取り入れていくことが必要となったが、理
解して適切な行動活動が出来なく、迷いの経営が多く
なったのではない。 
 特に経営者も幹部も、一般職員も、お互いに疑心暗
鬼になり、のびのびした経営が行われているのか疑わ
しい。 
現在の経営人として、京セラの稲盛和夫、ソフトバ

ンクの孫正義、ユニクロの柳井正、ダイエーの中内功、
セブンイレブンの鈴木敏文、日本電産の永森重信。何
かしら軽い感じがします。 
 

 

◎11/18 卓上花 
 
ガーベラ ······· 希望 
 
ユーカリ ······· 思い出 
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◎ニコニコ箱報告 
・卓話を聞いていただいて！        清水君 
・11 月 8 日(日)に無事に安満遺跡青銅祭を開催する事
が出来ました！12,000 名を超える来場者に来て頂き
ました。ご協賛いただけた皆様有難うございまし
た！                  浦中君 

 

              本日の合計   ￥  10,000-  
    7/1 よりの累計   ￥  894,000- 
 

◎R 財団への寄付 
河合 一人君 ￥10,000-  浦中 郁文君 ￥ 5,000-  

 
本日の合計  ￥   15,000- 

          7/1 よりの累計  ￥  872,000-     
        年次基金会員より   ￥  570,000- 
         ポリオプラス会員より  ￥  302,000- 
           一人当たり平均   ＄   167.69 
 
◎米山奨学会への寄付 
坂野 信一君 ￥10,000-（先週入谷会員の卓話を聞き、早

速芥川山城跡、三好山へ登って

きました。素晴らしいところで

した。）    
 

本日の合計  ￥   10,000- 
          7/1 よりの累計  ￥  307,500-      
                会員より  ￥  185,000-      
               ｸﾗﾌﾞより    ￥ 122,500-      
                  一人当たり平均   ￥   6,150-     
 
◎青少年育成基金への寄付 

  
 

本日の合計  ￥        0-      
7/1 よりの累計  ￥ 185,000- 

 

 

 

 

 

 

セクシャル（セクハラ） シルバー（シルハラ） 

セカンド（セカハラ） マリッジ（マリハラ） 

パワー（パワハラ） ペット 

モラル（モラハラ） スメル（スメハラ） 

アルコール（アルハラ） エアー（エアハラ） 

ジェンダー（ジェンハラ） ソーシャル（ソーハラ） 

アカデミック（アカハラ） 終われ（オワハラ） 

リストラ（リスハラ） 家事（カジハラ） 

テクスチュアル（テクハラ） ゼクシャル（ゼクハラ） 

キャンパス（キャンハラ） パーソナル（パーハラ） 

スクールセクシャル 
（スクハラ） 

マタニティ（マタハラ） 

ドクター（ドクハラ） ラブハラス（ラブハラ） 

カラオケ（カラハラ） レイシャル（レイハラ） 

スモーク（スモハラ） レリジャス（レリハラ） 

ブラッドタイプ（ブラハラ） ヌードル（ヌーハラ） 

テクノロジー（テクハラ） フォト（フォトハラ） 

エイジ（エイハラ） カスタマー（カスハラ） 

 

◎例会後の行事 

・第 2 回中長期クラブ戦略委員会 

・地区大会説明 

・会員増強会議 

【開催時間】例会後 13：40～14：40 

【開催場所】例会場 

【参加人数】31 名 

 

ハラスメントの定義 
 ハラスメントとは、相手に対して行われる「嫌がら
せ」のことで、地位や権力などを背景に、相手に嫌が
らせを行う「パワーハラスメント」や、男女を問わず
性的な嫌がらせを行う「セクシャルハラスメント」な
ど、様々な種類のハラスメントがあります。（34～35
種類ある） 
 やっかいなのは、行う方の意識の有無に関係がない
ため、本人にそのつもりがない場合でも、相手を傷つ
ける行為、苦痛を与える行為、不利益を与える行為な
どは、ハラスメントに該当します。 
 毎日同じ職場で同じメンバーが働く関係では、意識
しないうちに発生しがちな問題であり、1980 年代後半
ごろから「セクシャルハラスメント」という言葉がよ
く聞かれだしました。 
 

 

 


