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ロータリーは世界をつなぐ 

 

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 

 

4月は母子の健康月間  

 休会となっております。5 月 13 日以降の例会について
は後日ご連絡致します。このようなことでクラブの例
会、活動が休止状態になっております。四宮ガバナー
も会員のロータリーへのモチベーションが下がること
に懸念を示されていますが、当クラブにおいてもその
ようにならないようにと願っております。 
以上で私からの今週のメッセージとさせていただき

ます。ありがとうございます。 
 
 
◎幹事報告 
・本日はございません。 
 
 
◎委員会報告 

〇職業奉仕委員会           香西 徳治 
・例年通り「優良従業員表彰」を 6 月 10 日(水)の例会
にて行います。優良従業員表彰の推薦書を、本日 4

月 13 日（月）週報配信と共に、メールまたは郵送に
て会員の皆様に送付させて頂きます。皆様の会社で
永年に亘り顕著な功労の成果をあげ、職業奉仕に貢
献された従業員の方を、1 社につき 1 名ご推薦いた
だきますようお願い致します。5 月 13 日（水）を提
出期限とさせていただきますので、ご協力よろしく
お願い致します。尚、6 月 10 日(水)の例会(表彰日)
が休会となった場合は、表彰者の方を個別で表彰し
記念品を贈呈させて頂く予定です。ご理解いただき
ますようお願い致します。 

◎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、4/15(水)・

4/22(水)の例会は休会となります。又、4/29（水）・
5/6(水)の例会は定款による休会となっております。
5/13（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。 

 
 
◎会長メッセージ 

 

みなさんこんにちは。コロナウイルスの影響で会員の
皆様の生活パターンも変化し、悩ましい日々を送ってい
らっしゃるのではないでしょうか。くれぐれもご自身、
ご家族の健康に気をつけて頂きたく思います。世界的に
見ても感染拡大の勢いは止まらず、感染者数は 120 万人
を超え死者数も６万 5,000人になっています。日本では
感染者数は少ないものの、まだまだ日々増加の一途で
す。他国からみれば日本人は危機感に乏しく、日本政府
の対応、対策についてもスピード感がなく、生ぬるいと
の批判があります。当クラブの会員企業においても厳し
い状況に直面しています。飲食業界においてはここにき
て臨時休業を実施するところも多く、事業の継続も危惧
されております。製造業においては、売上減により営業
損失がすでに見込まれている企業もあります。今や特定
の業界、業種ではなくあらゆる業種で多少の差はあるも
ののコロナウイルスによる被害をもたらしています。会
員の皆様の企業においても当面厳しい状況が続くと思
われますが、このピンチを次のチャンスと捉え難局を乗
り切って頂きたく思います。 
さて皆様ご存知のことと思いますが、４月から新しい

米山奨学生を当クラブが受け入れます。中国からのリュ
ウ・ヨウさんで、関西大学 文化交渉学 博士課程 2 年
の学生です。カウンセラーは引き続き篠原会員に引き受
けて頂きます。 
次に来週からの例会ですが、４月 15 日、22 日も引き

続き休会いたします。4 月 29 日、5 月 6 日は定款による 
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※3 月 18 日の例会で IAC 活動報告の予定でしたが、休会
になったため下記の報告書をいただきました。 

 
◎高槻中学高等学校インターアクトクラブ 

2019 年度ご報告 
 

高槻中学高等学校インターアクトクラブ 
顧問 田中 敏博様 

 
平素は本校のインターアクトクラブに強力なご支援、

ご協力を賜り大変ありがとうございます。本来ならば例
会で直接お礼を申し上げるところですが、コロナウイル
ス感染症拡大防止の観点から、本校も令和 2 年 5 月 6 日
まで休校措置をとっておりますので、書面にて失礼いた
します。 
 
昨年夏に実施されました、タイへの海外研修旅行では、

本校が幹事校となり、足掛け 3 年、青少年委員会の皆様
と一緒に計画、運営して参りました。その節は大変お世話
になりました。重ね重ね御礼申し上げます。研修旅行の企
画においては、なるべく生徒が運営するように指導し、特
に事前学習会では栁委員長をはじめ、高槻中学校高等学
校のインターアクターがリーダーとなって実施させてい
ただきました。他校の先生方、ロータリアンの皆様から
も、本校生徒がしっかりしている、と評価していただき、
大変誇らしく思いました。本隊がタイへ研修に赴いた際
は、天候にも恵まれ、全行程滞りなく実施できました。タ
イのインターアクターとの交流も楽しかったようで、参
加者は口々に思い出を口にしておりました。詳細はイン
ターアクトクラブ年次報告書「SCRUM」をお読みください。 
 
さて、本校ではボランティア活動を奨励するため、ボラ

ンティア活動支援センターを組織し、春、秋、冬それぞれ
の時期に実施されるクリーンハイク（地域清掃活動）、RAC
主催の献血呼びかけ活動、あしなが学生募金などが認定
対象活動として参加を呼び掛けております。生徒のボラ
ンティア活動への関心も高くなっており、2019 年度はの
べ 634 名（2018 年度 400 名）に上っております。また、
中学校、高等学校でそれぞれ 35 時間以上活動に従事した
ものを卒業式で表彰しており、2019 年度では中学 3 年の
熊崎愛が表彰されました。（ちなみに 2018 年度では栁蒼
太が表彰されています。）このような経験を通して社会に
触れ、自身の進路に活かしてもらいたいと切に願ってお
ります。 
 
最後に、2020 年 3 月に新校舎建設が完了し、5 年に渡

る工事期間が終了しました。ボランティアミーティング
ルームが新設され、今後の委員会活動はそちらの部屋で
実施することになります。コロナウイルス騒動が落ち着
きましたら、ご見学の機会を設けさせていただきますの
で是非本校にお越しいただければと思います。 
 
今後とも本校ボランティア活動にご理解、ご協力のほ

ど、よろしくお願いいたします。 
 

 

◎2019-20 年度米山奨学生カウンセラー感謝状 
・米山奨学会より「2019-20 年度米山奨学生カウンセラー
感謝状」が届いております。本来ならば、クラブの例会
にて贈呈させて頂くべきでございますが、現在臨時休
会中の為、4 月 6 日(月)事務局にて入谷会長より篠原会
員へ「2019-20 年度米山奨学生カウンセラー感謝状」を
贈呈致しました。篠原会員は、2019 年 4 月から 2020年
3 月までの 1 年間、米山奨学生グエン・ティ・トゥイ・
ユン君のカウンセラーとしてご奉仕いただきました。
篠原会員のご尽力に感謝申し上げます。 

 

  

◎2020-21 年度米山奨学生カウンセラー委嘱状 
・米山奨学会より「2020-21 年度米山奨学生カウンセラ
ー委嘱状」が届いております。本来ならば、4/2(木)
開催予定の 2020-21 年度米山奨学生オリエンテーシ
ョンにて篠原会員へ伝達されるはずでしたが、新型
肺炎感染拡大の現状を踏まえオリエンテーションが
中止となり、各クラブでの伝達へ変更となりました。
クラブの例会にて伝達させて頂くべきではございま
すが、現在臨時休会中の為、4 月 6 日(月)事務局に
て、入谷会長より篠原会員へ「2020-21 年度米山奨学
生カウンセラー委嘱状」を伝達致しました。篠原会員
には、2020 年 4 月から 2021 年 9 月までの 1 年半、米
山奨学生のリュウ・ヨウ君のカウンセラーをお引き
受けいただいております。昨年度に引き続きカウン
セラーをお引き受け下さり誠にありがとうございま
す。今年度も何卒宜しくお願い致します。 

 
 

◎2020-21 年度米山奨学生世話クラブ委嘱状 
・米山奨学会より「2020-21 年度米山奨学生世話クラブ
委嘱状」が届いております。当クラブは、2020 年 4 月
から 2021 年 9 月までの 1 年半、米山奨学生のリュ
ウ・ヨウ（劉 陽）君（女性）の世話クラブとなりま
す。リュウ・ヨウ君は関西大学 文化交渉学 博士課
程の 2 年生です。例会が再開されリュウ・ヨウ君にお
目にかかれる日を楽しみにしております。 

 

 

  


