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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（12/16 は 12:30～13:15） 

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 

 

 

WEEKLY BULLETIN 

２０20～２０２1 

  

高槻ロータリークラブ 

 

 
 

◎ ソング・・・手に手つないで 
◎ 外部卓話   
   高槻商工会議所  会頭 金田 忠行様 

「 『働きたい、訪れたい、にぎわいあふれ
る街』実現に向けての政策と課題 」 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3229 回 本日（12/16）の例会 

 

 
 
◎ ソング・・・それでこそロータリー 
◎ 第 2 回入会金免除・減額に伴う意見交換会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3230 回 次回（12/23）の例会 

12月は疾病予防と治療月間 

 
先週（12/9）の例会から 

◎ゲスト                   計 1 名 
 

米山奨学生    劉 陽様 
 
 

◎12/9 出席報告 

会員数 出席者数 出席率 

50 名 42 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 4 名 

 

 

 

 

 

 

 
11 月度皆出席表彰 

 

長山 正剛君  通算 6 年 

大木 城司君  連続 5 年 

香西 徳治君  連続 2 年 

齋藤 良輔君  連続 1 年 

 

※12/30(水)定款による休会。 
 
※2021/1/7(木)3RC 新年合同例会は中止となりました
ので、1/6(水)例会場にて高槻 RC 新年例会を行いま
す。 

 
※1 月の誕生・結婚・入会・創業記念月御祝は、1/6(水)
の例会にて行います。 

 
 

※12/19(土)忘年家族例会は中止となりました。 
 
 

◎幹事報告 

・吹田西 RC より「創立 40 周年記念誌」及び「記念年
表」が届いております。後方テーブルに置いており
ますので、皆様ご覧下さい。 
・ガバナー事務所より「12/3 大阪府が新型コロナウ
イルスの感染について非常事態を示す“赤信号”を
点灯させ、12/15 まで府民に不要不急の外出自粛を
求めることを決めたことを受け、12/12(土)開催の地
区大会は、会長幹事会を中止し、本会議を“無観客”
で行う事となりました。」とご連絡がきております。
当日はライブ配信を実施致しますので、ご視聴いた
だきますようお願い申し上げます。尚、地区大会へ
のオンライン参加方法については、本日 12/9(水)事
務局より会員の皆様へメールにてご連絡しておりま
す。（メールをされない方には本日 12/9 の例会にて
書面を配布）皆様ご確認の上ご参加いただきますよ
うお願致します。 
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◎委員会報告 
〇ゴルフ同好会             岩﨑 貞治 
・2020－2021年度第 2回高槻 3RCゴルフコンペが 11/29

開催され、当クラブが団体優勝致しました。メンバ
ーは、江澤さん、森木さん、入谷さん、松下さん、
浦中さんと私の 6 名です。皆様方の応援のお陰で優
勝出来ました。ありがとうございました。次回の 3RC
ゴルフコンペは当クラブがホストとなっておりま
す。小阪様にご尽力いただきベニーカントリーを予
約致しました。3/27(土)開催となりますので、ゴル
フをされる会員の皆様はご予定頂きますようお願い
申し上げます。 

 
 
◎親子で見て聴いて楽しむクラシックコンサートの 

中止・延期について 
           藤井 敏雄 

 
12/3 大阪府が新型コロナウイルスの感染について非

常事態を示す“赤信号”を点灯させ、12/15 まで府民に
不要不急の外出自粛を求めることを決めたことを受
け、12/5(土)開催を予定しておりました「親子で見て
聴いて楽しむクラシックコンサート」を中止致しまし
たが、2021/5/5(水)こどもの日に高槻現代劇場の中ホ
ールの予約が取れましたので、5/5 に延期し実施する事
となりました。非常に人気のあるプログラムで、今回
150 名の定員に対し 300 名の申込を頂いておりました
ので、高槻現代劇場の中ホール収容人数 600 名でコロ
ナ対策の為定員を半数の 300 名としても 300 名の定員
数は十分満たせると思っております。これから地区と
打合せしていきたいと思っております。宜しくお願い
致します。 
 
 

◎卓話 
「 昆虫食 」       片山 美智子 

  
当社には研究開発棟という別棟がありそこには年中

冷暖房つきの虫飼育室があります。蚊・ゴキブリ・ハ
エ・しろあり等々を飼育しています。その虫たちは普
通人間にとっては害虫ですが当社には貴重な研究用で
す。次々と新薬剤や資材が発売されますがその効能や
効率よく使用する方法などを実験するのに必要なので
す。虫部屋が当社で一番いごこちの良い部屋です。別
棟の社員達のほとんどは大学や大学院、なかには博士
課程で昆虫学を学んだ研究者達と薬剤師です。何より
も虫好きでいつも虫の話で盛り上がっています。特に
最近は昆虫食が話題になって通販や自動販売機で買っ
てきて食べ比べを楽しんでいます。 
皆さん昆虫食を食べたことありますか？イナゴなら

食べたことがあるという方が居られるかも分かりませ
んが多くの人は見るのも嫌なのに食べるなんてあり得
ないと思っておられるでしょう。 
でも最近昆虫食が世界レベルで話題になっていま

す。世界人口約 77 億人の内昆虫を食べる習慣のあるの
は約 20 憶人ほどで、アジア・アフリカ圏に多く、タイ・ 
ベトナム・ラオス・ボツワナなどです。これらの国々
は豊富な昆虫のいるジャングルやその気象条件などで
昆虫食が好まれるのでしょう。日本でも一部の地域で
昆虫食文化があります。特に長野県では蜂の子・ざざ
むし・いなご・カイコのサナギなどが佃煮などにして
食べられています。 
世界的に昆虫食が話題になったのは 2013年国際連合

食糧農業機関いわゆる FAO が昆虫食についての報告書
を発表しました。昆虫食は既に全世界で 1,990 種を超
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える昆虫食が食べられていること、昆虫食の多くはタ
ンパク質や良質の脂肪を含みカルシウム・鉄分・亜鉛
などが豊富でとてもヘルシーと述べています。 
将来的には FAO は昆虫食の飼料化、つまり牛・豚な

ど家畜のえさへの転用を進めています。今は魚などを
加工して家畜のエサにしていますが、これを昆虫食に
変えることで人に回ってくる魚の分量を増やせると考
えています。世界人口がますます増える傾向で 2050年
頃には 95 億人超える見通しです。それに伴い食糧難と
なり将来的には昆虫食が今以上に注目されるのではと
予測されています。 
皆さんの中に昆虫食に興味のある方は通信販売で昆

虫食を気軽に挑戦することが出来ます。アマゾンドッ
トコムで昆虫食を検索すると沢山の食料用昆虫を見つ
ける事が出来ます。ゾウリムシ・シロアリ・バッタ・
イナゴ・サソリなどがれっきとした食品として発売さ
れています。また自動販売機でも昆虫食を買うことが
出来ます。 
最初は熊本県に出来ニュースにも取り上げられ大き

な話題になり直ぐに売り切れたそうです。今では東京 
静岡・大阪・福岡・長崎に 13 台設置されています。大
阪では堺市阪和線浅香（あさか）駅近くにあります。
昆虫食を食べさせる飲食店も各地に存在しています。 
大阪の新世界にある串揚げ屋さんでは裏メニューでコ
オロギやサソリの串揚げが気軽に楽しめるそうです。
わが社の昆虫好きは通販や堺まで出かけて自動販売機
で昆虫食を買ってきて食べ比べをしている愉快な仲間
たちです。研究開発の厳しいノルマを課されながら大
好きな昆虫で癒されているのでしょう。最後に昆虫食
はここ数年で急激に市民権を得て地球を救うスパーフ
ードになる日も遠くないかもです。 
先日井前会長が会長の時間でバッタの襲来で食料特

に穀物を中心に多くの被害があったと話されました。
今年はコロナウイルスの影響で専門家の派遣が遅れ薬
剤の散布が出来なく被害が大きくなったそうです。害
虫が人間の生活に大きな損害を与えている一例です。 
あまり気持ちの良い話ではありませんでしたがお聞

きいただき有難うございました。 
 
 
◎会長の時間 
入会金免除・減額に伴う意見交換会開会の挨拶 

 
会員増強についてクラブ組織委員会の飯田委員長、

また前年の長山委員長率先の会員増強を図っています
が、長期戦略委員会での 70 周年に 70 名の会員達成の
計画には達していません。増強会議で各種案が出ます
が成果に結びついていません。そこで飯田委員長から、
理事会でコロナ禍にあって会員拡大を推進するために
期間限定で入会金の免除をしてはどうかとの提案があ
り、2 度の理事会で審議し承認されました。ただし、
免除を行うには細則の変更が必要です。このため 23 日
に臨時総会を開催し細則変更の承認をお願いしたく思
っています。2016 年の国際ロータリー規定審議会では
入会金無しが認められています。但し個々のクラブで
判断するものとなっており、本クラブでは入会金規定
があります。入会金免除細則を総会で決める前に今一
度会員の御意見をお伺いした上で決めていくべきと考
え、今日のミーティングを計画しました。 
 入会者には、善良さ・高潔性・リーダーシップをも
ち、地域社会で良い評判の方、奉仕の意欲の高い方を
勧誘する必要があります。このことは、国際 RC の会員
身分の規定に明記されています。入会選考にあたって、
この規定を逸脱しないように明確にしている限り、入
会金免除による会員の質低下が起こることはないと考 
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◎ニコニコ箱報告 
・3RC ゴルフコンペでの団体優勝を祝して。  入谷君 
・3RC ゴルフコンペで団体優勝しました。入谷さん、江

澤さん、森木さん、松下さん、浦中さん、ありがと
うございました。             岩﨑君 

・卓話を聞いて頂いて。           片山君 
・3RC ゴルフコンペ団体優勝ありがとうございます。 

森木君 
・結婚 29 年目を迎える事が出来ました。きれいなお花
ありがとうございました。         浦中君 

 

              本日の合計   ￥  30,000-  
    7/1 よりの累計   ￥1,054,000-  
 

◎R 財団への寄付 
片山美智子君 ￥ 5,000- 河合 一人君 ￥10,000- 
浦中 郁文君 ￥ 5,000- 

 
本日の合計  ￥   20,000- 

          7/1 よりの累計  ￥  967,000-     
        年次基金会員より   ￥  665,000- 
         ポリオプラス会員より  ￥  302,000- 
           一人当たり平均   ＄   184.19 
 
◎米山奨学会への寄付 

 
本日の合計  ￥      0- 

          7/1 よりの累計  ￥  332,500-      
                会員より  ￥  210,000-      
               ｸﾗﾌﾞより    ￥ 122,500-      
                  一人当たり平均   ￥   6,650-     
 
◎青少年育成基金への寄付 

入谷 治夫君 ￥ 5,000-   
 

本日の合計  ￥    5,000-      
7/1 よりの累計  ￥ 225,000- 

 

 

 

 

 

 

えています。さらに事前のスクリーニングで不適格者
は排除できるのではないでしょうか。会員増強は第
2660 地区 簡ガバナーも目標の一つにあげています。国
際 RC クナーク会長も若い人を積極的に増やしていき、
クラブの活力を維持してほしいと言っています。細則
変更に合わせて、期間限定で入会金免除を理事会承認
に従って認めていただき、年明け早々に実施できれば
と考えています。この増強を通じて中期的により活力
のあるクラブを全員で目指していきたい。 
本日ご検討にさきがけ会長がヒアリングした項目の

中に 
① 会員の質の維持 
② 高槻 RCのみ免除してよいのか→高槻東は来期変

更を検討しています。西は未確認。 
第2660地区では15％のクラブが入会金を免除し
ています。抜け駆けと言われないよう３RC の会
長間で連携を取りながら進めます。 

③ 今まで入会金が高いということで入会をためら
った方はいない、またガバナー補佐を出してい
るクラブとしてどうかという意見にですが、ク
ナーク会長の言う変革を他クラブに先駆けて率
先して行うクラブとなるように変えていけばど
うでしょうか。現会員は、高槻ロータリークラ
ブ会員としての矜持を持ちつつ、時代の変化や
情勢・状況に先行した変革を通じて伝統を維持
発展させることにご協力いただければありがた
いと思います。 

本日の意見交換会で、各会員の意見を十分に出し切
って、臨時総会に臨んでいただければと思います。そ
の結果、いずれの案に決まるかわかりませんが、今の
会員間の友情を失うことなく、さらに友好を深めてい
っていただきたいと思っています。 
これで会長の時間と合わせて意見交換会の開会の挨

拶といたします。 
 

 

◎12/9 卓上花 
 
ガーベラ ········ 神秘 
 
スイートピー ···· 永遠の喜び 

 


