
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◎出席報告 

 

◎ ソング・・・四つのテスト 
◎ 誕生、結婚、入会記念月御祝 
◎ 創業記念月御祝 
◎ 卓話  坂野 信一君 

「 ボジョレー・ヌーボー 」 
   卓話  河合 一人君 

「 予測する事 」 
◎ 例会後の行事  

   第 3 回被選理事会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3200 回 本日（2/12）の例会 

 

 
 
◎ ソング・・・日も風も星も 
◎ 外部卓話   
    株式会社 ミキハウス 

社長 木村 皓一様 
     「 誇りの持てる企業文化を 」 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3201 回 次週（2/19）の例会 

No.29  2020 年 2 月 12 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 43 名 91.49 ％ 

前々回例会補正後出席率 97.83 ％ 

但し、 Mup 4 名   欠席者 1 名 

出席規定適用免除有資格者 3 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 

    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 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 

 

2 月は平和と紛争予防 / 紛争解決月間  

 

先週（2/5）の例会から 

◎ゲスト・ビジター            計 0 名 
 
 

 ◎会長の時間 

 

皆様ご存知のように、中国で発生した新型コロナウ
イルスによる肺炎の感染拡大が大きな問題になってい
ます。すでに２万人以上が感染し、400 人以上の死者
が出ています。悪いことに感染者が世界中に広まって
おり、各国は感染者が自国に入国しないよう制限して
いますが、感染が収束する気配がありません。ここま
で拡大したのは発生源の武漢市や中国政府の初期段階 

 
       2 月度 記念月御祝 

 

 ◎誕生記念 

   松下 浩章君 

 

 ◎結婚記念 

   丸山 俊郎・優子御夫妻   57 周年 

   藤井 敏雄・恵美子御夫妻  49 周年 

   西田 直弘・加代子御夫妻  38 周年 

   並木 寛治・里香御夫妻   18 周年 

 

 ◎入会記念 

   西田 直弘君        35 周年 

   入谷 治夫君         11 周年 

   篠原 光子君         5 周年 

    

 
創業記念月御祝 

 

   川畑 孝彦君  誠興産有限会社 

 S27.2.28   68 周年 

   山口 誠 君  医療法人 山口医院 

      S47.2.1    48 周年 

 

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


 

  

での対応、対策がまずかったのでしょう。私たちは中
国を含め海外渡航を控え、手洗いを励行し外出の際は
マスクを着用するようにするしかありません。聞くと
ころによると、中国の方は衛生面については比較的無
頓着で、トイレに行っても手を洗わない人が多いよう
です。このような悪い習慣が今回のウイルス発生に影
響しているように思います。しかし感心する事もあり
ます。武漢市での病室の不足から１週間程度で 1,000
室を急きょ建設したという驚く事実もあります。いず
れにせよ一日も早く収束する事を祈る次第です。 
さて今月は平和構築と紛争予防月間です。ロータリ

ーは、異文化交流を通じて相互理解の心を育て、紛争
解決のスキルを備えた人材の育成を通じて平和な世界
づくりを促進しています。奉仕プロジェクトや平和フ
ェローシップなど様々な形で、平和を促進する環境を
創りだす活動が行われています。私も不勉強で知りま
せんでしたが、ここで平和フェローシップについて説
明いたします。平和は「人」から始まると考えるロー
タリーは、平和フェローシップ（奨学金）を通じて、
世界平和と開発の担い手となる人材を育てるためのプ
ログラムで 2002 年にスタートしました。現在世界６か
国、７つの大学に平和センターがあり 1,300 人以上の
フェローを輩出してきました。日本では国際基督教大
学（ＩＣＵ）もそのうちの一つで毎年約 10 人の平和フ
ェローが入学、平和と紛争解決を中心とする国際問題
研究に従事しています。そこで会員の皆様に、仕事関
係やお知り合いを通じて平和フェローシップの申請候
補者を募ることを呼びかけていただけますようお願い
します。またクラブ会員は、申請希望者が地区とつな
がり、申請書の記入を行う上で支援を提供することも
できます。申請者は地区から推薦を受ける必要があり
ますが、候補者が地区に申請書を提出する締切日は 5
月 31 日ですのでよろしくお願いします。 
 
 

◎幹事報告 

・マイロータリーにご登録をされていない会員の皆様
に、「マイロータリーアカウント登録方法」をお配り
しております。マイロータリーへのご登録を宜しく
お願い致します。 

・2 月ロータリーレート 1 ドル：110 円 

・東京 RC 会員 熊平雅人様より「抜萃のつづり その
79」が届いております。皆様へ配布しておりますの
で、ご覧ください。 

・2020-2021 年度版ロータリー手帳購入のご案内が届
いております。回覧を回しますので、購入を希望さ
れる方はご記入下さい 

 

 

◎委員会報告 

〇青少年奉仕委員会          松下 浩章 
・高槻中学高等学校イ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、多くのご参加を宜しく
お願い致します 

【日  時】2020 年 2 月 16 日(日) 

【集合場所】高槻中学高等学校 正門前  

【集合時間】9：00 

【清掃場所】高槻中学高等学校 学校内 

【持 ち 物】軍手、飲み物、タオル、ゴミ袋、 

※動きやすい服装 
 

 

 

〇クラブ研修委員会          馬渕 晴彦 
・今月は「平和と紛争予防/紛争解決月間」です。ロー

タリーの友 2 月号の推奨記事として、横書きの記事
からは P.16「平和構築と紛争予防月間」を、縦書き
の記事からは P.17「敗戦国日本を救った恩人」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。 

 

〇クラブ組織委員会           長山 正剛 

・2 年半ぶりに会員手帳を新しく致しましたので、本日
皆様に配布しております。最後の方のページに 5 名分
の空欄がございますが、会長の今年度の目標でもある
「会員純増 5 名」の新入会員の方で空欄が埋まるよう
会員増強にご協力をお願い致します。 

 

〇国際奉仕委員会             篠原 光子 

・米山奨学生学友会より「米山感謝祭のご案内」が届い
ております。現役ロータリー米山奨学生もいよいよ 3
月に修了を迎えることとなり、奨学生達に頂戴したご
愛顧や温情を感謝する意味で、「米山感謝祭」を開催
致します。現役奨学生が内容を企画し、学友の協力で
ロータリーの皆様と相互の親睦をはかり、友好を深め
るイベントとなっております。多数の皆様のご参加宜
しくお願い致します。 

【日 時】2020 年 3 月 8 日(日) 
     受付 17：30 開始 18：00 終了 20：30 
【場 所】KKR ホテル大阪 14 階オリオンの間 
【会 費】ロータリアン 7,000 円 
     米山奨学生  3,000 円 
【服 装】スポーツウェアまたはスポーツモチーフのア

イテム（普段のスーツ等も問題ありません） 

【主 催】米山奨学生学友会 

 

 

◎国際ロータリー第 2660 地区 2019-2020 年度 

社会奉仕委員会 石田 佳弘 

 

・ローターアクト第 2 回地区献血が 2 月 16 日(日)に行
われます。65 歳以上の採血できないロータリアンの
方も献血者のご紹介やよびかけ、応援等、御協力よろ
しくお願いいたします。なお、活動終了後、ご参加頂
いた皆様の親睦・交流を深めるため懇親会を開催致し
ますので、ぜひご参加頂きますようお願い致します。 

【日 時】2020年2月16日（日）※雨天決行 
【集 合】集合9：50 開会10：00 閉会16：00（予定） 
【場 所】①イオン大日前 ②京橋駅前 

③樟葉駅前④梅田 HEP 前⑤難波バス停横 
     ※事前登録が必要となりますので、参加を希

望される方は、事務局までご連絡下さい。 

【活動内容】①４００㎖献血 

     ②街頭での一般の方への献血の呼びかけ、
PR 

【懇親会】（会場）KICHIRI 京橋店 

（時間）17：00～ 

     （費用）RAC   3,000 円 

 OB/OG 4,000 円 

         RC    5,000 円 

     ※会費は当日会場にてお支払い下さい。 

 

 



  
◎卓話             「 お酒のよもやま話 」               橋本 憲治 

  

 



 

  

１年に２回の委員長会議を開催し、「国際奉仕を行い
ましょう、こんなことが出来ますよ。こんな事例があ
りますよ。」という紹介、啓発をさせて頂いておりまし
た。 
地区国際奉仕委員会の活動報告書も１年に２回発行

していました。 
そして、国際大会のアピールと大阪ナイトのお手伝

いをします。 
前年度は「審査」がなくなり、委員長会議などは社

会奉仕委員会と合同で行うことになり、委員長会議も
社会奉仕委員会と合同で年１回となりました。 
主な活動は 

① 国際大会のアピールと大阪ナイト開催の手伝い 
② ロータリー月間の６重点分野に関する卓話の実施 
③ 委員長会議の開催 
④ 国際奉仕活動のアドバイス、紹介 
私達は国際ロータリー第２６６０地区の国際奉仕活

動に真正面から取り組み、地区の皆様から「地区国際
奉仕委員会で活動したい」「地区国際奉仕委員会は頼り
になる」と思って頂ける委員会であり続けたいと考え
ております。 
 
 
◎ニコニコ箱報告 
・つたない卓話を聞いて頂いて。       橋本君              
・つたない卓話を聞いて頂きありがとうございました。     

石田君 
・財団表彰を頂いて。           河合君             
・前回の卓話お聞きいただきありがとうございます。
2/24高碕達之介講演会も読売新聞があつかって下さ
いました。             馬渕君 

・ポール・ハリス・フェローを頂きました。 
大木君 

 

              本日の合計   ￥  25,000-  
    7/1 よりの累計   ￥1,450,000-  
 

◎R 財団への寄付 
石田 佳弘君 ￥ 5,000- 大木 城司君 ￥ 5,000- 

 
本日の合計  ￥   10,000- 

         7/1 よりの累計  ￥1,116,460-     
        年次基金会員より   ￥  640,000- 
        年次基金ｸﾗﾌﾞより  ￥  33,460-

       ポリオプラス会員より  ￥  443,000- 
           一人当たり平均     ＄207.14 
 
◎米山奨学会への寄付 

入谷 治夫君 ￥ 5,000-  
 

本日の合計  ￥    5,000- 
          7/1 よりの累計  ￥  557,500-      
                会員より  ￥  315,000-      
               ｸﾗﾌﾞより    ￥ 242,500-      
                  一人当たり平均   ￥  11,378-    
 
◎青少年育成基金への寄付 

橋本 憲治君 ￥ 5,000- 入谷 治夫君 ￥ 5,000- 
河合 一人君 ￥ 5,000-  

 
本日の合計  ￥   15,000-      

7/1 よりの累計  ￥  215,000- 

 

 

 

 

 

 

◎卓話   
「 財団への寄付金の種類とお願い 」 

藤井 敏雄 
 

財団の地区補助金申請がいよいよ 3 月から始まりま
す。そして、最近、当クラブでは沢山の方が財団から
表彰されておられます。そこで、財団への寄付金の種
類と表彰についてお話しいたします。 
  
財団への寄付金は、大きく３種類あります。 

１、年次基金 
  一般的な寄付金で、この半分は地区に還流されて
地区補助金に使われます。 

  あとの半分はグローバル補助金に使われます。地
区からの目標額は＄150/人です。 

２、恒久基金 
  これは補助金として使われることなく、その運用
益が財団の管理運営費に使われます。 

  ロータリー財団全体では約 500 億円が積みあがっ
ています。 

  地区からの目標は、各クラブから１名、＄1,000
の寄付者を出す事です。 

３、ポリオ基金 
  地区からの目標は、＄50/人です。本年度は約＄80/
人となりました。 

  
さて、これらの寄付に対し次のような表彰がありま

す。 
１、ポールハリスフェロー 
  年次基金への累計寄付金額が＄1,000 に達する度
に表彰されます。 

２、ベネファクター 
  恒久基金への累計寄付金額が＄1,000 に達した方
を表彰します。 

３、メジャードナー 
  年次基金、恒久基金、ポリオ基金など、あらゆる
寄付金合計額が＄10,000 に達した方を表彰します。 

４、アーチ・クランフ・ソサエティ 
  同じく寄付金合計額が＄250,000 に達した方を表
彰します。アーチ・クランフとはロータリー財団を
創設された人の名前です。 

  
最後に、財団への寄付金の税控除についてご説明し

ます。財団への寄付金に対して約 40％の税額控除か所
得控除を受ける事ができます。本日、財団への寄付金
額の証明書と、税控除についての説明書が添付されて
いますので参考にして下さい。 
 
財団への寄付金について、その仕組み等よくご理解

いただき、ご協力をお願いいたします。 
 
 
◎卓話 

「 地区国際奉仕委員会の活動 」 
伊藤 智秋 

 
私は地区国際奉仕委員を３年間委員として務め、会

長年度は１年間浜田さんに代わって頂き、今期、副委
員長をさせて頂き、卒業となります。 
初めの３年間は第２６６０地区から上がってくる GG

の審査に携わっておりました。どうすれば地区財団委
員会の審査に通るかというアドバイスや、まだまとま
らない奉仕活動に対してのアドバイスをしておりまし
た。 

 



 

2019-2020 年 度 例 会 プ ロ グ ラ ム 

     

月 日 内  容 例会後の行事 備  考 

2

月 

12 記念月御祝/卓話（坂野君・河合君） 被選理事会 平和と紛争予防/紛争解決月間 

19 外部卓話(㈱ミキハウス 社長 木村 皓一様）   ローターアクト第 2 回地区献血（2/16） 

26 卓話（篠原君・藤松君） 
いのちキラキラ 

食栽活動推進委員会 
＊国際奉仕委員会 

3

月 

4 記念月御祝/卓話（浜田君・早川君） 定例理事会 水と衛生月間 

11 卓話（飯田君・長井君） 被選理事会 PETS（3/7） 

18 卓話（IAC 活動報告）   IM2 組ロータリーデー（3/28） 

25 卓話（藤田君・内本君） 長期戦略委員会 ＊クラブ研修委員会 

4

月 

1 移動例会 観桜会 母子の健康月間 

8 記念月御祝/外部卓話(入谷会長ご紹介の方） 定例理事会  

15 卓話（羽根田君・丸山君） 被選理事会 地区研修・協議会 （4/18） 

22 卓話（伊藤君・他 1 名）     

29 定款による休会   ＊クラブ組織委員会 

5

月 

6 定款による休会   
青少年奉仕月間 

春の RYLA セミナー（5/2～5/4） 

13 記念月御祝/卓話（川面君） 定例理事会 ローターアクト年次大会（5/17） 

20 卓話（井前君・香西君） 被選理事会 学友会総会（春）（5/31） 

27 卓話（浦中君）   ＊青少年奉仕委員会 

 


