
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◎3/4 出席報告 

No.33  2020 年 3 月 30 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 

50 名 40 名 85.11 ％ 

前々回例会補正後出席率 95.74 ％ 

但し、 Mup 6 名   欠席者 2 名 

出席規定適用免除有資格者 2 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 

 

 

WEEKLY BULLETIN 

２０１９～２０２０ 

  

高槻ロータリークラブ 

 

4月は母子の健康月間  

 

3/4 の例会から 

◎ゲスト・ビジター            計 1 名 
 

びわ湖ブルーエナジー株式会社  
代表取締役 深野 裕一様 大津 RC 

 

 
       ４月度 記念月御祝 
 

 ◎誕生記念 

   内本  繁君  岩﨑 貞治君 

大木 城司君 

 ◎結婚記念 

   山口  誠・紀代子御夫妻    52 周年 

   橋本 憲治・佳世 御夫妻    22 周年 

   江澤  由・千恵 御夫妻    18 周年 

 ◎入会記念 

   清水 利男君          29 周年 

   浜田 厚男君          16 周年 

   石田 佳弘君           9 周年 

   古川 大介君           8 周年 

    

 
創業記念月御祝 

 馬渕 晴彦君  東洋ガラス㈱ 

   M.21.4      132 周年 

小阪 大輔君  ㈱小阪工務店 

    T.4.4.4      105 周年 

 髙木 正一君  北おおさか信用金庫 

         T.14.4.17      95 周年 

 小山 彰夫君  ㈱コヤマカンパニー 

         S.9.4.1        86 周年 

 坂野 信一君  ㈱もりもと 

         S.11.4.5             84 周年 

 波々伯部廣行君 ㈱高槻モータース 

         S.26.4.15           69 周年 

 岩井 祐造君  ㈱イワイ 

         S38.4.1            57 周年 

飯田 哲久君  ㈱ポ ロ    

         S.55.4.1       40 周年 

 

 
◎2 月度皆出席表彰 

 

篠原 光子君  連続 5 年 

山室 匡史君  連続 4 年 

岩﨑 貞治君  連続 1 年 

◎臨時休会のお知らせ 
 

新型肺炎感染拡大の現状を考慮して、4/1(水)・
4/8(水)の例会は休会となります。4/15（水）以降の
例会につきましては、改めてご連絡申し上げます。 

◎皆出席表彰、各記念月御祝に該当の会員の皆様へ 
 

この度は、おめでとうございます。2 月度皆出席表
彰（図書カード）、誕生記念御祝、結婚記念御祝、入
会記念御祝、創業記念御祝の品（各記念月御祝の品
は全てクオカードに変更致しました）は、ご自宅へ
郵送させていただきます。ご了承いただきますよう
お願い申し上げます。 

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


 

         

 

  

◎3/4 会長の時間 

 

コロナウイルスの感染拡大を防ぐべく、安倍首相は学
校の臨時休校を要請致しました。この決定については
色々批判があるものの、政府として正しい決断であると
理解します。 
2660 地区のロータリークラブにおいても、例会の休会

を実施されているクラブもあるようですが、当クラブと
しては、例会場に消毒液の設置等対応を十分にして例会
を継続する予定です。会員の皆様のご理解、ご協力をお
願い致します。 
さて今月は水と衛生月間です。３月号のロータリーの

友によりますと、世界人口 76 億人のうち、71％が安全
に管理された水を飲める一方、２％は池や川の水を直接
利用し、その半数以上がアフリカに居住しているとのこ
とです。また９％にあたる約７億人がトイレのない生活
をしています。この数字は 2000 年から 17 年にかけて半
減したものの、急速に人口増加が進む地域ではトイレの
設置が追いついていない状況です。ロータリー財団学友
の宗像氏が寄稿されている、アフリカの最新動向により
ますと、井戸からくみ上げるハンドポンプの約 35％が機
能していないとのことで、国によっては 50％以上である
とのことです。原因はポンプが壊れても部品が入手でき
ないとのことです。交換部品が製造国からアフリカまで
輸送コストがかかること、また交換部品そのものが見つ
けられないことのようです。日本では考えられないこと
です。 
ところで日本のことですが、今から 60-70 年前は水、

トイレの環境は先ほど述べた環境と変わらなかったと
思います。水は井戸水を利用し、トイレはあるもののく
み取り式で、人糞は畑の肥料に利用したりしていまし
た。恐らく井戸水の水質検査も十分にせず飲料水に利用
していたと思います。今思い出すことは私が小学生のと
きに検便検査があり、マッチ箱に便を採り学校に持参し
たことを思い出します。今なら便の検査は大腸がん検査
ですが、当時は体内に蟯虫がいないかどどうかの検査で
あったと思います。その様な時代から比べれば、今の日
本は衛生面では世界的にも最先端の国です。その最たる
日 

本の先端技術はウォシュレットと私は思います。このよ
うに清潔で快適なトイレは世界にありません。いずれに
せよ我々ロータリアンは、世界、特にアフリカでの遅れ
た水やトイレの環境を改善するための活動がさらに必
要ではないでしょうか？ 

 

 
丸山 俊郎君  丸山眼科医院 

         S.60.4.1          35 周年 

  清水 利男君  大阪経営イノベーションオフィス 

         H.20.4.1             12 周年 

 

 

氏  名 中西 美代子 

生年月日  S22 年 8 月 11 日 

勤 務 先  ㈲シゲトミ 

 

職業分類   不動産賃貸 

推 薦 者   西田 直弘 片山 美智子 

趣  味   旅行・パッチワーク 

好きな言葉又は生活信条  

       初心忘れるべからず 

 

新入会員のご紹介 

 

◎3/4 幹事報告  

・3 月ロータリーレート 1 ドル：110 円 

・「例会臨時休会のお知らせ」が以下 31RC より届いて
おります。大阪中之島 RC、大阪フレンド RC、大阪
中央 RC、大阪東南 RC、大阪城南 RC、大阪うつぼ
RC、大阪堂島 RC、大阪天満 RC、大阪御堂筋本町
RC、大阪北梅田 RC、大阪水都 RC、大阪大淀 RC、
大阪大手前 RC、大阪平野 RC、池田くれは RC、東大
阪 RC、東大阪中央 RC、東大阪東 RC、東大阪西 RC、
豊中千里 RC、守口 RC、守口イブニング RC、新大阪
RC、吹田江坂 RC、摂津 RC、箕面 RC、八尾 RC、八
尾東 RC、千里 RC、茨木 RC、茨木東 RC。詳しくは
事務局へご確認下さい。 

 

 

◎3/4 委員会報告 

〇クラブ研修委員会          馬渕 晴彦 
・今月は「水と衛生月間」です。ロータリーの友 3 月
号の推奨記事として、横書きの記事から P.18「ビジ
ネスカジュアル」と P.43「エバンストン便り」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。 

 
〇社会奉仕委員会           本多  了 
・2 月 26 日（水）いのちキラキラ食栽活動推進委員会が

開催されました。高槻市教育委員会の方々や各園の園
長が参加され、昨年度の活動報告があり、この活動の
意義を再確認出来る機会となりました。この活動を始
めて今年で 12 年目となりますが、今後継続していく
為にも皆様に強く関心を持っていただければと思っ
ております。後方テーブルに冊子と園児手作りのしお
りをおいておりますので、皆様ご覧下さい。 

 
 
◎会員の動き 

〇早川 博之会員 

・2016 年 9 月 7 日より 3 年 6 か月ご在籍でしたが、会
社の人事異動の為 3 月 31 日をもって退会されます。
今後のご健勝を祈念申し上げます。 

 

〇飯島 勝巳会員 

・2017 年 6 月 28 日より 2 年 9 か月ご在籍でしたが、
会社の人事異動の為3月31日をもって退会されます。
今後のご健勝を祈念申し上げます。 

 
 

◎退会のご挨拶             早川 博之 

 

私事ではございますが、4 月 1 日付で転勤することと
なりましたため、３月末日をもって高槻 RC を退会させ
て頂くこととなりました。本来なら直接お会いしてご挨
拶すべきところでございますが、コロナのご時世のな
か、このような形でのご連絡となり大変申し訳ございま
せん。 
入会から約 3 年半の間、歴史と伝統のある高槻ロータ

リークラブで、皆様方からご支援とご協力を得つつ色々
と勉強や経験をさせて頂きましたこと、非常に貴重な体
験となり皆様には心から感謝申し上げます。 
最後になりますが、高槻ロータリークラブの益々のご

発展を祈念し、また皆様のご健康とご多幸をお祈り申し
上げております。今まで本当に有難うございました。 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎退会のご挨拶              飯島 勝巳 

 

新型肺炎で休会中の中、弊社人事異動により神奈川へ
転勤となりましたことはすでに一報させていただきま
した通りとなります。 
本来であれば例会に出席して、直接ご挨拶させていただ
くところですが、メールでのご挨拶となり大変申し訳ご
ざいません。 
既にご報告の通り、4 月 1 日付で弊社たまプラーザ支

店と青葉台支店を兼務することとなりました、 
同日からは、現地にての勤務となり、休会明けに高槻に
戻ってくることができません。 
入会から約 3 年弱、歴史と伝統のある高槻ロータリー

クラブで、皆様方から頂いたご厚情に御礼申し上げま
す。 
末筆ながら、高槻ロータリークラブ会員の皆様の益々

のご健康とご発展をお祈り申し上げます。 
約３年間、大変お世話になりました。 
5 月からは神奈川でも地元 RC に入会し、ロータリー

活動を再開する予定です 
また、後任の赤羽を何卒宜しくお願い申し上げます。 
 
 
◎卓話 

「 みんなが知りたい海外での携帯使用法 」 
 
                   浜田 厚男 

 



  

 

 

 

 

 

 

◎卓話 
「 桜に関する話 」 

早川 博之 

 

 

 

 

 

 



 

  

◎ニコニコ箱報告 
・誕生記念内祝   波々伯部君、小阪君、長井君、 
          清水君、浦中君 
・結婚記念内祝   入谷君、岩井君、倉本君、白石君 
          山室君 
・入会記念内祝   坂野君、岩﨑君、河合君、川面君 

山室君 
・創業記念内祝   藤田君（これからも頑張ります） 

香西君、白石君 
・久しぶりの卓話聞いていただきありがとうございま
した。                 浜田君 

・拙い卓話をお聞き頂き有難うございました。 早川君 
・中西さん、御入会おめでとうございます。  井前君 
・中西様、高槻ロータリークラブへの御入会おめでと
うございます。             入谷君 

・中西さんの入会を祝して！        片山君            
・中西さん、ご入会おめでとうございます。今後共、
よろしくお願いいたします。       小阪君 

・新入会員の中西です。これからよろしくお願いしま
す‼                   中西君 

・中西美代子様をロータリークラブにお迎えして。深
野様お久し振りです。ようこそ当クラブへ。 西田君 

・中西様、高槻ロータリークラブへようこそ。 長山君 
・中西さん、入会おめでとうございます。これからも
よろしくお願いいたしします。       内本君 

 

              本日の合計   ￥ 145,000-  
    7/1 よりの累計   ￥1,685,000-  
 

◎R 財団への寄付 
岩井 祐造君 ￥ 5,000- 河合 一人君 ￥10,000- 
川面 智義君 ￥ 5,000- 香西 徳治君 ￥ 5,000- 
倉本  進君 ￥ 5,000- 白石 純一君 ￥ 5,000- 
浦中 郁文君 ￥ 5,000-  内本  繁君 ￥ 5,000- 

 
本日の合計  ￥   45,000- 

         7/1 よりの累計  ￥1,221,460-     
        年次基金会員より   ￥  745,000- 
        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     ＄222.08 
 
◎米山奨学会への寄付 

坂野 信一君 ￥ 5,000- 藤田 貴子君 ￥ 5,000- 
浜田 厚男君 ￥ 5,000- 岩﨑 貞治君 ￥ 5,000- 

 
本日の合計  ￥   20,000- 

          7/1 よりの累計  ￥  607,500-      
                会員より  ￥  365,000-      
               ｸﾗﾌﾞより    ￥ 242,500-      
                  一人当たり平均   ￥  12,150-    
 
◎青少年育成基金への寄付 

井前 憲司君 ￥ 5,000- 片山美智子君 ￥ 5,000- 
白石 純一君 ￥ 5,000-  

 
本日の合計  ￥   15,000-      

7/1 よりの累計  ￥  245,000- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎3/4 卓上花 

チューリップ ··· 思いやり 

麦 ················· 富・繁栄 



  

2019-2020 年 度 例 会 プ ロ グ ラ ム 

     

月 日 内  容 例会後の行事 備  考 

4月 

1 臨時休会 観桜会（中止） 
 

母子の健康月間 

8 臨時休会  地区研修・協議会 （4/18）（中止） 

15 卓話（羽根田君・丸山君）    

22 私の履歴書（中西君）/卓話（飯田君）     

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 

13 記念月御祝/卓話（川面君） 定例理事会 

春の RYLA セミナー（5/2～5/4） 

（中止） 

ローターアクト年次大会（5/17） 

（中止） 

20 卓話（井前君・香西君） 被選理事会 

学友会総会（春）（5/31）（中止） 

インターアクト新入生歓迎会（5/31）

（中止） 

27 卓話（浦中君）   ＊青少年奉仕委員会 

6月 

3 記念月御祝/卓話 定例理事会 ロータリー親睦活動月間 

10 
卓話/優良従業員表彰/ 

最終委員会例会/会員増強クラブフォーラム 

被選理事会 

新クラブアッセンブリー 
ホノルル国際大会（6/6～10）（中止） 

17 卓話（片山君・大木君） 現クラブアッセンブリー  

24 会長・幹事退任挨拶/年間優良出席者表彰 新旧クラブアッセンブリー ＊クラブ運営委員会 

 


