
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
◎ ソング・・・なし 
◎ 優良従業員表彰 
◎ 臨時総会 
◎ 例会後の行事  

   第 6 回被選理事会 

   新クラブアッセンブリー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3205 回 本日（6/10）の例会 

 

 
 
◎ ソング・・・なし 
◎ 米山奨学生・指導教官ご挨拶 
◎ 例会後の行事  

   現クラブアッセンブリー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3206 回 次週（6/17）の例会 

No.41  2020 年 6 月 10 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 

 

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 

 

6月はロータリー親睦活動月間  

 ◎会長の時間 

 

みなさんこんにちは。この３か月新型コロナウイル
スの影響で例会を開くこともできず、会員同士の親
睦、交流が途絶えましたが、本日より例会を再開する
ことができました。ご案内の通り三密を回避し感染防
止に万全の対策をしております。しかし感染を気にな
される方、会社の方針で出席が無理な方は欠席されて
頂いて結構です。６月中は出席扱いにいたします。 
休会中に当クラブもコロナ関連で多くの奉仕活動

ができました。 
まず最初に川面会員のご協力で、当クラブの有志で

マスク１万枚を大阪医科大学に寄贈することができ
ました。その後井前会員のご支援で、22,500 枚のマス
クを高槻市に寄贈し、市内の高齢者施設に配布される
ことになりました。また来週には、2660 地区の特別プ
ロジェクト「友愛」によりフェイスシールド 5,000 セ
ットが高槻赤十字病院に寄贈されます。なおこのプロ
ジェクトには当クラブから 10 万円を拠出しておりま
す。このようなクラブとしての社会奉仕活動のみなら
ず、会員企業として独自の奉仕活動もされておりま
す。橋本会員の壽酒造は消毒用アルコールを開発、販
売され感染予防に貢献されています。１万本の製造を
予定され、高槻市医師会に 1,500 本提供されました。
このことは 5 月 26 日の読売新聞に掲載されました。
会員の企業におかれましても新型コロナウイルスに
関係して、それぞれの奉仕活動をされておられると推
察いたします。 
ところで最近何かと話題のＷＨＯ（世界保健機関）

ですが、浜田会員より情報をいただきましたので紹介
いたします。2019 年度のＷＨＯへの分担金、拠出金の
１位は米国（約 553 億円）ですが、国際ロータリーが
８位にランクされています。金額は約 125億円ですが、
これは日本が拠出している約 103 億円より多い額で
す。因みに２位はビル＆メリンダ、ゲイツ財団の約３ 

68 億円です。しかしＷＨＯが中国寄りとのことで、ト 

 

先週（6/3）の例会から 

◎ゲスト・ビジター            計 0 名 
 

 
◎出席報告 

会員数 出席者数 出席率 

49 名 39 名  100％ 

3/4 例会補正後出席率 95.74 ％ 

但し、 Mup 5 名   欠席者 2 名 

出席規定適用免除有資格者 3 名 
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ランプ大統領は拠出金を拒否、関係を解消するという事
態に発展しています。中国の拠出金は８億円程度です。
テドロス事務局長の出身国のエチオピアが中国から経
済支援を受けているから、中国寄りになるということは
好ましいことではありません。米国からの拠出金がなく
なれば、ＷＨＯの存続も難しくなります。 
終わりにロータリーの 2019-2020年度も残すところ１

か月になりました。次年度井前会長にキチンとバトンタ
ッチができるよう、今月は万全な感染防止の対策をし例
会を実施したく会員の皆様のご協力をお願いいたしま
す。皆様におかれましては気を緩めることないように行
動をお願いいたします。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

氏  名 赤羽 卓 

生年月日  S43 年 7 月 9 日 

勤 務 先  三井住友信託銀行㈱ 

     高槻支店 

 
職業分類   信託銀行 

推 薦 者   入谷 治夫  藤井 敏雄 

趣  味   スポーツ観戦・アメフト 

好きな言葉又は生活信条  感謝 

 

新入会員のご紹介 

 

◎委員会報告 
〇青少年奉仕委員会          松下 浩章 
・「青少年交換プログラム 2020-2021 年度学生募集の
ご案内」と「ホストファミリー・バンク登録へのお
誘い」が届いております。本日会員の皆様に募集要
項や申込方法などが記載されているチラシを配布
しております。応募を希望される方は、応募期限内
に、事務局までご連絡頂きますようよろしくお願い
いたします。尚、地区ホームページにも募集要項の
掲載がございますので併せてご覧下さい。 

 
〇社会奉仕委員会           橋本 憲治 
・高槻市保育幼稚園総務課より「令和元年度いのちキ
ラキラ食栽活動の冊子」が届いております。本日皆
様配布させていただいておりますので、ぜひご覧下
さい。 

 
 
◎2019 学年度米山奨学生について 

2019 学年度米山奨学生カウンセラー 篠原 光子 
  
・3/11(水)に高槻ロータリークラブ事務局において、
2019 学年度米山奨学生グエン・ティ・トゥイ・ユン
さんの米山奨学生終了式を、入谷治夫会長、指導教
官である浜崎章洋大阪産業大学経営学部商学科教
授、私の立会いのもと挙行させて頂き、会長より終
了書・記念品が贈呈されました。そしてユンさんは
3/25(水)就職先の大分へ引越して行かれました。最
近も電話でお話を致しましたが、とても元気な様子
でしたので安心しております。コロナウイルスの影
響により例会が臨時休会となっておりましたので、
例会にて最後のご挨拶をしていただく事は出来ませ
んでしたが、ユンさんより会員の皆様に御礼の品（ベ
トナムコーヒー）を頂戴しております。後方に置い
ておりますので、お帰りの際お持ち帰り下さい。宜
しくお願い致します。 

 
 
◎卓話  

「  私の履歴書  」      
中西 美代子 

 
〈生まれ〉 
昭和 22 年 8 月 11 日、ちょうど学校給食が開始され

た年に長女として生まれました。当時はあたり一面田
んぼで、物心が付くころから家のお手伝いで忍耐強さ
や、土地・資産を守ることの大切さを学んできました。 
 
〈小学校〉 
祖父の代から息子たちまで通いつめた如是小学校に

入学。如是小は歴史も古く、そこで受け継がれてきた
思いは今も各方面で生かされています。その思い出の
学び舎への恩義を返すため学校評議員として後輩たち
の背を温かく見守っているところです。 
また、次期会長の井前様とは同級生になりますね。 

 
〈中学校〉 
私の時代はちょうどベビーブームで学校再編が進ん

でいるところでした。１年生のときは高槻第一中学校
で、１クラスなんと 55 人、18 クラスと今で言うマンモ
ス校でした。その後三島江の第三中学校が移転したこ
とに伴い２年生からは三中に通うことになります。こ
の両校をまたいだことで一気に仲間が増え、その仲間
の絆は今でも生かされています。 
 

◎幹事報告 

・6 月ロータリーレート 1 ドル：108 円 

・四宮孝郎ガバナー、立野純三規定審議会代表議員、ご
両人より「2020 年度決議審議会上程決議案承認の件」
についてご案内が届いております。本日皆様に 2020
年度決議審議会上程決議案と投票用紙をお配りして
おりますので、投票用紙にご記入いただき 6/10（水）
までに事務局までご提出いただきますようお願い申
し上げます。 

・高槻市緑化推進連絡会より「令和 2 年度緑の募金運動
のお願い」が届いております。回覧を回しますので、
皆様御協力のほど宜しくお願いいたします。 
（羽根￥50-、バッジ￥300-） 

・「例会臨時休会のお知らせ」「例会再開のお知らせ」が
多数のクラブより届いております。詳しくは事務局へ
ご確認下さい。 

・6/1～9/30 までクールビズを実施致します。実施期間
中は、ネクタイの着用は不要ですが、ジャケットは必
ず着用をお願い致します。 

・例会の臨時休会中に 4 月・5 月の各記念月御祝に該当
の会員の皆様に御祝の品（クオカード）をお送りして
おります。本日の例会にてニコニコ箱を宜しくお願い
致します。 

・橋本会員より、壽酒造㈱で製造・販売している消毒用
アルコールをクラブに寄贈していただいております
のでご報告申し上げます。誠にありがとうございまし
た。 



 

  

〈高校〉 
中学時代に友情を育むだけでなく勉学にも励み、進学

校である大阪府立春日丘高校に入学しました。ルノワー
ルの優しい色使いに憧れ美術部に入部し、さまざまな芸
術に触れ感性を磨いていました。特に油絵が得意でコン
クールで入賞経験もあります。また、洋画の魅力に惹か
れ、よく映画館にも通いました。 
そしてここでも、私の長所の一つである“誰とでも仲

良くなれる”という特技を生かしてたくさんの友達を得
ました。今もこの仲間たちと交流は続き、お互いの近況
を話し合ったり切磋琢磨する関係にあります。 
 
〈短大〉 
当時、女性は結婚して良妻賢母であれば良しなどの考

えもあり、進学を危ぶまれることもありましたが母から
の応援もあり相愛女子短期大学に入学することができ
ました。同大は本町４丁目にあり、学校帰りにはきらび
やかな心斎橋や梅田で遊ぶんだと思うと毎日が楽しく
って仕方がありませんでした。そのおかげか、今でも遊
びや発想の豊かさで褒められることもあり、当時学校に
通わせていただいた両親には感謝してもしきれません。 
短大卒業後は服飾に興味を持ち、田中千代服飾学園に

通い始めます。服のパターンをつくるのが得意でした。
専門学校を卒業後は友人の親御さんのお願いで日本道
路公団でアルバイトを始めます。ちょうど、大阪万博で
都市計画が見直され大忙しのときでした。アルバイトを
がんばったおかげか、近畿道が開通される祝賀パレード
では車に同乗させて頂き万博会場に一番乗りで向かい
ました。 
 
〈就職〉 
その後、花嫁修業でアートフラワーやフランス刺繍、

料理学校に通うなどしていましたが、ふと目に留まった
大丸百貨店内のジバンシィの店舗販売員のアルバイト
に応募してみたところ、「英語ができないとダメ！！」
と言われてしまいました。しかしながら、「大丸の商品
研究所で働いてみませんか」とうれしいお誘いがあり大
丸百貨店の正社員として働くことになりました。 
同研究所は大丸百貨店が独自に衣料や食品、日用雑貨

などの耐久テストなどをし、大丸百貨店を安心してご利
用いただく大切なセクションです。ただ入荷するだけで
なく、その商品の品質が大丸百貨店をご利用いただくお
客様にとって必要十分か、お客さまの目線に立って毎日
試験し、レポートを提出していました。ただ、試験と言
うと気難しいイメージもありますが、アットホームな職
場で、わたしもナカニシチャンととってもかわいがら
れ、寿退社させていただきましたが今でも百貨店の中で
は大丸百貨店が一番好きです。 
 
〈結婚〉 
結婚してからは、実家を離れ・・・離れと言っても実

家から１００メートルほど、スープも冷めないような距
離に新居を建てていただきました。そこで、親に頼らず
夫婦水入らずで心機一転頑張っていこうと誓いました。
子どもは男の子が２人。受験ブームもあり、学校の役員
や中学受験、塾は遅くまでやっておりそのお弁当を持っ
ていったりと大忙しでしたが、長男が東京の大学に進学
したころ、ようやくひと段落と始めたのがパッチワーク
でした。花嫁修業時代にフランス刺繍を習っていた先生
からの紹介でした。 
このパッチワークの先生がとても名の知られた方で、

先生がバリに所有する工房を訪ねたり、生徒同士が集ま
っての会食等、非常に知見が高まる経験をさせていただ
き、また、パッチワークでも東京ドームの日本キルト展
で受賞するなど成果もあげさせていただきました。 
 

また、平成 16 年からは民生委員を微力ながら務めさせ
ていただくことなり、それと同時に老いた両親のため実
家に戻ることにしました。 
 
〈シゲトミ代表として〉 
シゲトミ代表となる前に話しておかなければならない

ことがあります。 
有限会社シゲトミは当家の資産を管理する会社です

が、その代表権はまず主人が継ぐことになりました。主
人も勤めていた会社を定年し、地域の役員など忙しく駈
けずり回っていましたが、夫婦で地域活動をしていたた
めか、仕事をしていたときよりもお互いの会話が増えた
ように思います。 
そんな順風満帆に思えたある日、主人が「夏バテした

かも」と言うのですが、私は長年の夫婦の勘とでも言い
ましょうか。これは何かがおかしい！！と思い、すぐに
かかりつけ医に連れて行きましたが、それでもまだ何か
おかしいと高槻病院で診察を受けることにしました。 
その結果は・・・肺がん。それもステージ４、末期で

した。まさかただの風邪くらいに思っていたのが肺がん、
それも末期だなんてと頭が真っ白になってしまいまし
た。 
日に日に弱っていく夫を見ると涙が止まりませんでし

たが、それでも少しでも余生を楽しく過ごしてもらいた
いと毎日笑顔で看病し、癌宣告からわずか４ヶ月、主人
は旅立ちました。 
それからは何をしていても虚しく、辛い日々が続きま

したが、そんな私を見て長男の嫁が「お義母さんはすご
く良い運を持っているからボーっとしていたらもったい
ないよ。元気出さないとね」と言われ、占いの本を見せ
てくれました。それを読んでやっと元気が出てきたよう
な気がします。 
それから、シゲトミの代表となり、家の財産管理のこ

ともはじめると主人が色々とやっていてくれたこともわ
かり改めてとても大切な存在を失ったんだと実感しまし
たが、当時 JA の女性会の役員もしていましたので、主人
の 49 日が過ぎ、研修会に赴くと「やっときてくれた‼」 
と大歓迎され、待ってくれている人もたくさんいるんだ
と、また頑張ろうという気持ちが一気に湧き上がりまし
た。 
そこからは、地域の活動などが評価され、JA 初の女性

理事、高槻市献血推進協議会会長、高槻警察署管内女性
部会代表、同署防犯協議会副会長など数々の要職に付か
せて頂くことができました。 
 
末筆となりましたが、今回、ロータリーに入会させて

頂き、大変光栄に思います。私のようにお仕事のことも
わからないものが厚かましくと思いますが、色々と勉強
していきますので今後ともよろしくお願いします。 
 

 

 

◎6/3 卓上花 

ガーベラ ········ 神秘 

スターチス ······ 永久不変 

コアラファン ···· 強気な心 



 ◎ニコニコ箱報告 
・皆出席内祝    石田君 
・誕生記念内祝   藤田君 

（新型コロナ感染症の拡大に際しお見 

舞申し上げます。皆様の御健康をお 

祈りして。） 

井前君 
片山君 

（皆さんコロナに負けず元気でいまし 

ょう。） 

           倉本君、大木君、篠原君、髙木君 
          内本君 

（皆様お久しぶりです。入谷会長、山 

口副会長、小阪幹事、ご苦労をおか 

けしました。） 

・結婚記念内祝   橋本君 
          長山君（ありがとうございます。） 

          山口君 

・入会記念内祝   藤井君、石田君、河合君、倉本君 
西本君 

（5 月の入会記念のお祝いありがとう 

ございました。） 

大角君、篠原君 
・創業記念内祝   岩井君、小阪君、髙木君 
          

・本日入会させて頂きました。どうぞよろしくお願い
いたします。               赤羽君 

・赤羽さんの入会をお祝い申し上げます。よろしくお
願いします。               藤井君 

・赤羽様、御入会おめでとうございます。   入谷君 
・例会を再開出来たよろこびに。       山口君 

 

              本日の合計   ￥ 135,000-  
    7/1 よりの累計   ￥1,825,000-  
 

◎R 財団への寄付 
藤田 貴子君 ￥ 5,000- 石田 佳弘君 ￥ 5,000- 
岩井 祐造君 ￥ 5,000- 片山美智子君 ￥ 5,000- 
河合 一人君 ￥ 5,000- 倉本  進君 ￥ 5,000- 
西本恵美子君 ￥ 5,000- 大木 城司君 ￥ 5,000- 
内本  繁君 ￥ 5,000- 山口  誠君 ￥ 5,000- 

 
本日の合計  ￥   50,000- 

         7/1 よりの累計  ￥1,271,460-     
        年次基金会員より   ￥  795,000- 
        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     ＄240.26 
 
◎米山奨学会への寄付 

倉本  進君 ￥ 5,000- 山口  誠君 ￥ 5,000- 
 

本日の合計  ￥   10,000- 
          7/1 よりの累計  ￥  617,500-      
                会員より  ￥  375,000-      
               ｸﾗﾌﾞより    ￥ 242,500-      
                  一人当たり平均   ￥  12,602-    
 
◎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  ￥  250,000- 

 

 

 

 

 

 


