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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 

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 
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2020～2021年度初回例会 
 
◎ 新旧会長・幹事バッジ交換 
◎ 誕生、結婚、入会記念月御祝 
◎ 創業記念月御祝 
◎ 井前会長・内本幹事就任挨拶 
◎ 例会後の行事 

   7 月度定例理事会  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3208 回 本日（7/1）の例会 

 

 
 

 ◎ 各委員会委員長抱負・活動計画発表 

◎ 例会前の行事 

     決算理事会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3209 回 次週（7/8）の例会 

先週（6/24）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 

50 名 40 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 3 名 

 

 

 

 

 

 

 

7 月度 記念月御祝 

◎誕生記念 

   入谷 治夫君      長山 正剛君         

  古川 大介君     大角 敏子君 

  赤羽  卓君 

 

◎入会記念 

   長山 正剛 君       10 周年 

   内本  繁 君       8 周年 

   藤田 貴子 君       8 周年 

   藤松 功治 君       6 周年 

   大木 城司 君       5 周年 

   白石 純一 君       4 周年 

   飯田 哲久 君       3 周年 

松下 浩章 君       3 周年 

 

7 月度 創業記念月御祝 
 

大角 敏子君  SMBC 日興証券㈱ 

T7.7.7    102 周年 

 内本 繁 君  高槻商工会議所  

S22.7.25    73 周年 

 西本恵美子君  学校法人西本学園 

S23.7.1     72 周年 

 齋藤 良輔君  ㈲関西テックシート 

H8.7.20    24 周年 

 大木 城司君  大木歯科医院 

H19.7.28   13 周年 

       

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


 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◎会長の時間 

 

皆さんこんにちは。いよいよ今年度の最後の例会とな
りました。６月の例会再開も危ぶまれましたが、このよ
うな変則的ですが、例会が開催できほっとしています。
退任の挨拶は後ほどさせていただきますが、今日は会員
の移動に関し、残念なお知らせをすることになります。
今月末で丸山会員と小山会員が退会されます。お二人と
も健康上の都合です。本来ならお二人から退会の挨拶を
頂きたいところですが、無理なようです。 

丸山会員は丸山眼科医院の理事長で、高槻ロータリー
で 32 年間の長きにわたり活躍され 2009-2010 年度の会
長も務められました。地域では高槻市医師会会長も務め
られ、ロータリーのみならず地域にも大きく貢献されま
した。今回退会されますが、長年の当クラブ、ロータリ
ー財団および米山記念奨学会への多大なるご貢献に敬意
を表し、名誉会員に推薦し理事会での承認を頂きました。
ご健康を回復されたら名誉会員として当クラブに参加し
ていただけると期待しております。 

小山会員は平成 14 年にコヤマカンパニーとして入会
され、2010-2011 年度には幹事を務められましたが、健
康上の理由で 2017 年 11 月から休会になっていました。
しかし先月私の方に電話があり、思うように健康が回復
せずそのような中で休会と言えども高槻ロータリークラ
ブの会員であり続けるのがご本人にとって大きな負担で
あったようです。その後退会届が出され、理事会で承認
する事となりました。小山会員は頭脳明晰で真面目で、
これからの高槻の商工業界を担う方と思っております。
ご健康が回復した折には再入会して頂けると期待してお
ります。 

お二人の退会は健康上でやむ負えないことですが、会
員の皆様におかれましてはご健康に留意され、生涯ロー
タリアンで有って頂きたく思います。 

 

 

 

      
 

◎7 月からの例会について 

2020-2021 年度 幹事 内本 繁 

 

・先般、高槻阪急より 7 月以降例会の食事提供再開の承
諾を得ましたので、7 月から例会の食事の提供を再開
致します。食事の再開に伴い以下ご連絡申し上げま
す。尚、食事再開後、何か不都合が生じるような事が
あれば、すぐに対処させていただきます。宜しくお願
い致します。 

【例 会 時 間】12：30～13：30（通常に戻ります。） 
【コロナ対策】6 月同様引き続き行います。 
【配   席】レイアウトを変更致します。 
【ソ ン グ】当面は歌いません。 
【欠席する場合】必ず事前に事務局へ連絡して下さい。 

 
 

◎会長退任挨拶            入谷 治夫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

振り返りますと、一年前に「魅力ある、元気ある、個
性あるクラブ」をめざし 2019-2020 年度がスタートしま
した。具体的な目標は、①会員増強を図る（純増＋５） 
②魅力ある事業、活動の実施 ③魅力ある例会を目指す 
④米山奨学生の世話クラブになる の４項目でした。 
まず会員増強ですが、クラブ組織の長山委員長、飯田

会員増強副委員長を中心に活動して頂きました。そのた
めに地区の会員増強委員長を招き卓話とフォーラムも
開催いたしました。またその後濱田高槻市長の卓話にあ
わせ、二人三脚例会を開催しました。今月末までに五人
の方々が年度中に新会員として入会して頂きましたが、
残念ながら四人の退会者がございました。結果私の年度
中は一名増の４９名です。RI 会長のおっしゃる穴の開い
たバケツになってしまいました。目標の純増＋５を実現
できなかったことは私の力不足で有ったと思っていま
す。しかし会員増強にご尽力頂いたクラブ組織の委員の
方々、会員の皆様ありがとうございました。私自身も入
会に関心のある方への訪問活動もいたしましたが、すん
なりと入会して頂ける方が少ないことも実感いたしま
した。入会候補者には時間をかけて勧誘することが必要
と思います。次年度の井前会長年度も引き続き会員増強
に力を入れて頂けるようですので期待しております。 
次に二番目の魅力ある事業、活動の実施ですが、各委

員会の委員長が、事前の私からの要望を聞いて頂き事業
を実施して頂きました。各委員会の委員長、副委員長、
委員の方々に御礼申し上げます。具体的な活動報告は新
旧アッセンブリーで報告して頂きますが、コロナ発生後
は計画していました事業については中止せざる得ない
状況になりました。観桜会も楽しみにしておりました
が、中止になりました。休会中の３カ月間、会員の皆様
のロータリー活動へのモチベーションが下がらないよ
うに週報の継続と、会長のメッセージを随時動画で配信 

氏  名 森木 亮二 

生年月日  S49 年 8 月 14 日 

勤 務 先  ㈱プロステージ 

 

職業分類   自動車板金塗装 

推 薦 者   藤松 功治  飯田 哲久 

趣  味   ゴルフ 

好きな言葉又は生活信条   

出来るか出来ないかではなく、 

やるかやらないか 

新入会員のご紹介 

 

◎幹事報告 

・御協力いただきました緑の羽募金は￥7,700-集まりま
した。6 月 18 日に振込が完了いたしましたことをご報
告いたします。御協力ありがとうございました。 

・「2020-21 年度例会変更・休会のお知らせ」が複数のク
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。 

 



 

  

させて頂きました。しかし計画していなかった社会奉仕
活動を行うことができました。最初に川面さんのご協力
でマスク１万枚を大阪医科大学付属病院に寄贈するこ
とができました。その次に井前さんのご支援で地区補助
金を使い、マスク 22,500 枚を高槻市を通じて高齢者施
設、医療機関に寄贈できました。さらに 2660 地区の特
別共同プロジェクト「友愛」により、高槻赤十字病院に
フェイスシールド5,000セットを寄贈することができま
した。このように短期間にコロナ関連で地域へこのよう
に奉仕できたことは会員の皆様のご協力のお蔭です。求
められる時に、求めている人々に、支援の手をさしのべ
るのがロータリーの奉仕活動の基本です。今後もこの基
本に沿った奉仕活動を続けて頂きたく思います。 
三番目の魅力ある例会を目指すですが、親睦の機会を

増やし、会員相互の自由な交流の場を設け、会員の意見、
要望を取り入れたクラブに変えることを目標にいたし
ました。これについては不十分で有ったかと思っていま
す。フレッシュロータリアンをメインにした懇親会もク
ラブ研修委員会で企画して頂きましたが、コロナの影響
で中止になりました。また新入会員歓迎会も年度中にで
きず、次年度での開催予定となりました。また外部卓話
については、「卓越した職業人」を招きました。特に印
象に残っている方はミキハウス木村社長の卓話でした。
面識のない私のお願いに、同じロータリアンというだけ
で快く卓話を引き受けて頂きました。自身がポリオを克
服され、創業者で苦労され子供服のトータルファッショ
ン企業として成功され、多くのアスリートを支援されて
いる姿に感銘を受けました。 
四番目の米山奨学生の受入れですが、ベトナム出身で

大阪産業大学のユンさんを受け入れました。久しぶりの
奨学生の受入れでしたが、無事卒業し今は大分県の企業
に就職し頑張っています。篠原国際奉仕委員長にはカウ
ンセラーとしてお世話して頂きました。彼女が日本に留
学中にクラブの会員を募りベトナムへの旅行を計画し
ていましたが、残念ながら実現しませんでした。 
それとインターアクトのバンコクへの海外研修旅行

が印象的でした。昨年は高槻中学高校が幹事校で、当ク
ラブがホストクラブで有ったことから当クラブからも
９名の会員が参加されました。現地の学生との交流や奉
仕活動にも参加出来ましたし、また我々ロータリアンは
現地とのロータリアンとの交流も図ることができまし
た。インターアクトを通じてロータリーが青少年を育成
していることを実感いたしました。 
以上が年度に掲げた方針、活動についての振り返りと

反省です。 
新型コロナウイルスの発生で 3・4・5 月は地区の行事

やクラブの行事の中止、例会の休会で戸惑ったこともあ
りましたが、理事、役員を始め会員の方々のご協力でこ
の一年を終えることになり感謝いたします。小阪幹事に
は女房役として細かいことにまで緻密に、迅速に対応し
ていただきありがとうございました。私はどちらかと言
うと大ざっぱで古臭いところがありますので、幹事の若
い感性とうまくマッチできたかなと思っています。山口
副会長には長年のロータリー経験からの多くの助言を
頂きましたこと感謝しております。特にコロナ発生以
降、医師の立場から色々的確なアドバイスをいただきま
した。さらには事務局の三浦さんには何かとお世話にな
りありがとうございました。彼女のスピーディーで優れ
た仕事の処理能力を改めて知ることができました。 
結びにこの一年の皆様のご支援、ご協力に御礼を申し

上げると共に、歴史と伝統ある高槻ロータリーが益々発
展することを祈念し退任の挨拶とさせていただきます。 

 

 
◎幹事退任の挨拶           小阪 大輔 

今年度幹事をさせて頂いた小阪です。 
ロータリーに13年お世話になり、最後のご奉公と引き

受けました幹事の大役を本日をもちまして、退任させて
いただくこととなりました。 
一年間幹事の職務を無事終えることが出来ましたの

も皆様のご協力、ご厚情のたまものと感謝いたしており
ます。特に入谷会長をはじめ理事・役員の皆様には良き
アドバイスと多大なるご協力を頂き本当にありがとう
ございました。また、事務局の三浦さんにおかれまして
は幹事の力不足もあり、何かとご迷惑をかけ申し訳ござ
いませんでした。 
3 期前にクラブ運営委員長を経験したこと。ある程度

の決定権を会長が持たせて下さったこと。そして何より
も「会長自らが率先して動くんや！」と先頭に立って行
動される入谷会長の強力なリーダーシップについてい
くだけでよかったこと。により、おかげさまで当初就任
前に想定していた大変さもなく職務を終えることがで
きました。 
改めてロータリーを学ぶよい機会と、会社ではできな

い経験をさせて頂きありがとうございました。 
唯一、ラストスパートをかける本年度の終盤になり、

コロナウイルスが世界を席巻し、やむなく3か月の例会
休会をせざるを得なかった事が残念でした。 
結びになりますが皆様のご健康、ご多幸を祈念いたし

まして退任の挨拶とさせていただきます。本当に有難う
ございました。 
 

 

◎会員の動き 

〇丸山 俊郎会員 

・1988 年 5 月 18 日より 32 年 1 か月正会員としてご在
籍でしたが、この度 6 月末日をもって名誉会員として
引き続きご在籍頂くこととなりました。今後も何卒よ
ろしくお願い申し上げます。 

 

〇小山 彰夫会員 

・2002 年 1 月 9 日より 18 年 6 か月ご在籍でしたが、
一身上のご都合により 6 月末日をもって退会されま
した。今後のご健勝を祈念申し上げます。 

 

 



 ◎ニコニコ箱報告 
・100％出席ありがとうございました。    浜田君 
・ホームクラブ親睦会出席優秀者を頂き誠に有難うご
ざいました。入谷会長、小阪幹事、他理事役員の皆
様、本年度お疲れ様でした。          橋本君 

・森木様、入会おめでとうございます。ロータリーで
の活躍を期待しております。               飯田君 

・入谷会長、小阪幹事はじめこの 1 年大変お世話にな
りました。後半はコロナで苦労しましたが、有難う
ございました。                           井前君 

・森木様、御入会おめでとうございます。この 1 年会
員の皆様には大変お世話になりありがとうございま
した。                  入谷君 

・1 年間お疲れ様でした。                   石田君 
・入谷会長、小阪幹事、理事役員の皆様、1 年間ありが
とうございました。                       伊藤君 

・入谷会長 1 年間ありがとうございました。   岩井君 
・入谷会長はじめ理事役員の皆様、1 年間ありがとうご

ざいました。              片山君 
・入谷会長はじめ理事役員の皆様、1 年間お世話になり

ました。ありがとうございました‼          河合君 
・皆様 1 年間お世話になりました。           小阪君 
・森木さん、入会おめでとうご座居ます。     松下君 
・宜しくお願い致します。                   森木君 
・皆様 1 年間会員増強ご協力ありがとうございました。
森木様、高槻ロータリークラブへようこそ。 長山君 

・100％出席表彰ありがとうございます。     西本君 
・100％出席でした。                        大木君 
・年間出席優秀者表彰 100％出席ありがとうございまし

た。                                     浦中君 
・年間出席優秀者表彰をいただいて。入谷会長、小阪
幹事、1 年間お世話になりました。ありがとうござい
ました。                                 内本君 

・ホームクラブ親睦出席優秀者表彰ありがとうござい
ます。                                   山室君 

 

              本日の合計   ￥ 400,000-  
    7/1 よりの累計   ￥2,315,000-  
 

◎R 財団への寄付 
入谷 治夫君 ￥ 200,000-  
石田 佳弘君 ￥ 5,000-  片山美智子君 ￥ 5,000- 
河合 一人君 ￥ 5,000- 丸山 俊郎君 ￥15,000- 
松下 浩章君 ￥ 5,000- 西本恵美子君 ￥ 5,000- 
内本  繁君 ￥ 5,000-   

 
本日の合計   ￥  245,000- 

         7/1 よりの累計   ￥1,526,460-     
        年次基金会員より    ￥1,050,000- 
        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     ＄282.68 
 
◎米山奨学会への寄付 

入谷 治夫君 ￥ 500,000-  
浜田 厚男君 ￥ 5,000- 岩井 祐造君 ￥ 5,000- 
浦中 郁文君 ￥ 5,000-  

 
本日の合計  ￥  515,000- 

          7/1 よりの累計  ￥1,152,500-      
                会員より  ￥  910,000-      
               ｸﾗﾌﾞより    ￥ 242,500-      
                  一人当たり平均   ￥  23,050-    

 

 

 

 

 

 

 

◎6/24 卓上花 

ガーベラ ······ 神秘 

スターチス ···· 変わらぬ心 

ソリダコ ······ 永久 

◎青少年育成基金への寄付 
井前 憲司君 ￥ 5,000- 伊藤 智秋君 ￥ 5,000- 

 
本日の合計  ￥   10,000-      

7/1 よりの累計  ￥  265,000- 

 

 

 

 


