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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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高槻ロータリークラブ 

 

  
 

◎ 委員会例会   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3210 回 本日（7/15）の例会 

 

 
 

◎ 卓話  馬渕 晴彦君 
「 これが高槻だ！！第一弾 」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3211 回 次週（7/22）の例会 

先週（7/8）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 45 名 93.75 ％ 

前々回例会補正後出席率   ％ 

但し、 Mup 0 名   欠席者 0 名 

出席規定摘用免除有資格者 6 名 

 

 

 

 

 

 

 

◎会長の時間 

 

今日は高槻ロータリークラブの実質的な初日にあ
たります。RC の今年度は、基本に戻って足元を確認
しながら進みたいと思いますが、そのためにはまずロ
ータリーの歴史を知らなければいけない。しばらく
RC関係をコロナの話と平行して行いたいと思います。 
ロータリークラブはご存じの通りポールハリスに

よって１９０５年に創設されました。当時いろいろな
クラブや同好会があったようですが、奉仕クラブとし
ては世界で最初とされています。具体的には１９０７
年にシカゴ市に公衆トイレを寄付しています。このク
ラブは最初弁護士のハリス、鉱山技師のガスターバ
ス、洋服屋のハイラム、石炭商のシルベスタの４人か
ら始まり、次いで印刷業のハリーラグラス、不動産業
のウイリアムが加わりました。この６人はパイオニア
ベテランと呼ばれています。その後、次第にメンバー
を増やしていきました。 
ではこのハリスさんの経歴や主要な関係者の経歴

はどのようなものでしょうか。ハリスは１８６８年
（明治１年）に生まれています。日本では戊辰戦争が
終わり勝海舟と西郷隆盛が江戸城攻撃の件で膝詰め
の話し合いをしていた年です。この年には奇しくも日
本 RC を創設した米山梅吉や奉仕の考えを提案したシ
ェルドンも生まれています。ロータリーにとっては記
念すべき年といえます。経済学者のマックスウエーバ
ーも４年前に生まれています。この後ハリスは１８８
７年にアイオワ大法律学部に入学し９１年に卒業し
ています。米山はオハイオと NY に法律学専攻で入学
しています。ポールは両親から若いうちに世界を見て
おくべきだとの教えのもと、新聞記者をはじめいろん
な職種を経験したあと、数度渡英もして彼なりの経験
を積んでいます。彼が卒業した年は騎兵隊によるスー
族の虐殺や経済面では恐慌が起こった時期でもあり
ます。産業界ではカーネギー製鋼会社がスト弾圧を
し、エジソンが世界初の自動車製造を行っています。
日本では日清戦争が起こっています。ハリスはその後
２８才で弁護士事務所を開いており、米山も結婚後三
井銀行に入社しています。この時代のアメリカは変動 

 

 

6 月度皆出席表彰 
 

浜田 厚男君  連続 15 年 

西本恵美子君  連続 9 年 

藤田 貴子君  通算  4 年 

橋本 憲治君  通算 4 年 

小阪 大輔君  通算 4 年 

白石 純一君  連続 3 年 

 

 

◎米山功労者表彰 
 

羽根田茂子君   第 2 回米山功労者 
 

入谷 治夫君   第 7 回米山功労者 
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期でシカゴでは犯罪・汚職・暴力の巣窟で利己主義と悪
徳商法が横行していました。取引では騙すより騙される
方が悪いと、いわばかつての中国貿易のような様相でコ
ンテナを開けたら石が詰め込まれていた！とかいうよ
うな風であり、平均的な実業家には、商売のこつは自分
がやろうとすることを、他の人がしないうちに最初にす
ることであり、他人のために良いことを行う考えは無か
った。商売の原則は、買い手の自己責任であった。この
ような取引状況があったため、RC では会員間の取引なら
安心できるというメリットがあるため、会員拡大のきっ
かけにもなった。一方、シェルドンは３４才でスクール
を開設し、今の社会でも通じる理念・教育を開始した。
この内容は次回お話しいたします。 
 
 
◎幹事報告 

・7 月ロータリーレート 1 ドル：107 円 

・「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。 

・6/3(水)から 7/1(水)の例会までは、コロナウイルスの
影響を鑑み会員全員出席免除としておりましたが、
7/8(水)本日の例会より通常の出欠の扱いに戻しま
す。但しコロナウイルスの状況により会社の方針で出
席できない場合は、事前に届けを出していただければ
その期間は出席免除とさせていただきます。以上
7/1(水)定例理事会にて決定し承認をいただいており
ますので、ご報告申し上げます。宜しくお願い致しま
す。 

・現在㈱アベストコーポレーションの阿佐部様の新入会
員選考の書類が会員の皆様に回っていると思います
が、届出されている会社の住所が神戸市、ご自宅の住
所が大阪市となっております。正式な入会が確定致し
ましたら、会社の住所を芥川に新しくできたホテルア
ベストの住所で会員登録をすることになっています。
ご了解いただきますようお願い申し上げます。 

 
 
◎例会前の行事 
〇2019-2020 年度決算理事会開催（於：例会場） 
 

2019－2020 年度 会長 入谷 治夫 
 
・本日例会前に決算理事会を開催致しました。その場で、

理事・役員の皆様から承認を得られました事をご報告
申し上げます。入谷年度より今年度井前年度への繰越
金は、クラブ運営会計￥2,119,386-、慈善活動会計、
￥432,599-となりました。入谷年度では、コロナウイ
ルス感染拡大の影響で例会休会や予定されていた行
事がなくなった事により、例年よりクラブ運営会計・
慈善活動会計ともに支出が減りましたので、70 周年に
向けて将来の負担を減らす為、周年事業積立・奉仕事
業積立の積立金額を例年より増額し、周年事業への積
立 金 を ￥ 5,000,000- 、奉 仕 事 業 へ の 積 立 金 を
￥1,000,000-と致しました。無事決算理事会を終え
2019-20 年度の幕を閉じる事が出来ましたのも、会員
の皆様の御協力のお陰だと思っております。誠にあり
がとうございました。尚、この決算につきましては、
2020-21 年度クラブ概況報告に掲載させていただきま
すので、皆様のお手元に届きましたらご覧いただきま
すようお願い申し上げます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎委員会活動計画発表 
〇SAA                  藤松 功治 
・スムーズな例会運営の心掛け、ニコニコ他ドネーショ

ンをお出しいただきやすい雰囲気作りを励行してま
いります。 

 
〇クラブ運営委員会       委員長 長山 正剛 
●親睦活動 
【毎月行事】 
・誕生記念、結婚記念、入会記念の披露とお祝い 
【年間行事】 
・できるだけ多くの会員が参加できるような行事を企画

し、会員相互の親睦と併せて、家族も楽しめる行事を
行う 

  ・夏秋の親睦行事 ・・ BBQ 
  ・冬の親睦行事 ・・・ 忘年家族例会  
  ・春の親睦行事 ・・・ 観桜会 
  ・その他の行事 ・・・ 新入会員歓迎会（随時） 
●プログラム 
【委員会例会】 
・委員会テーマの共有と活動促進のため年３回ぐらい
行う 

【卓話】 
・市長、警察署長、消防署長、会議所会頭などの公共

関係者の外部卓話を行う 
・各委員会の活動報告 
（世界大会、海外クラブ訪問、ＩＡＣ、いのちキラ
キラ等） 

・全会員が卓話を行うように構成する 
【夜例会】   
・新入会員の募集を促進するために、昼の例会見学等

参加が難しい人のために、夜例会の検討と実施(年 2
～3 回程度) 

●会報・広報 
・週報は引き続きメール配信(希望者にはペーパーで
配布) 

・クラブの活動を広報するため、委員会活動やイベン
トなどをＨＰにアップする 

 
〇クラブ組織委員会       委員長 飯田 哲久  
・今年度の増強計画は、現在の会員数から純増 5 名を目

標とする。 
・魅力あるクラブ作りこそが、会員拡大、増強の最大の

要であることを認識し、会員一人ひとりが増強に取り
組む雰囲気を醸成する。 

・入会希望者への迅速なフォロー（対応） 
・退会者防止の強化 
・幅広い職種への拡大（年齢、職種を問わない） 
 
1. 会員増強会議（年 5 回目標） 
  理事及び各委員会 1 名以上の出席要請 

会員全員の増強に対するテンションを上げる 
退会者防止の為、在籍メンバーに対するフォローに
も努める 

2. 二人三脚例会開催（外部卓話） 
3. 3 委員会合同フォーラム 
4. 入会向け資料（前年度冊子を使用） 
5. 新入会員推薦者への記念品贈呈（前年度の物を使

用） 
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〇クラブ研修委員会       委員長 藤井 敏雄 
●R 情報・雑誌 
・「ロータリーの友」を活用し、クラブの活性・ロータ

リー意識向上のための情報を提供する。 
（「ロータリーの友」毎月発行時に重要事項を紹介す
る。） 

●研修 
・情報集会を３～４ケ月に１回開催する。 

  情報集会は、例会卓話と夜の親睦会を組み合わせて、
課題提供と闊達な議論ができるように工夫する。 

  課題提供者は、若い会員、年長者から行ってもらう。
最終回は長期戦略委員会から行ってもらう。 

・夜の親睦会は、新入会員歓迎会を兼ねる。（クラブ運
営と共催で） 

●規定 
・最近の大きな定款の変更に伴い、細則の見直しを行
う。 

 
〇職業奉仕委員会        委員長 河合 一人 
１. 創業記念月の御祝い（毎月） 
２. 職場見学又は外部卓話 
３. 優良従業員表彰（検討） 

 

〇社会奉仕委員会        委員長 石田 佳弘 
1. 薬物乱用防止キャンペーン活動事業 

9 月 6 日（日） 
・たかつき食育・健康フェア時、大阪府警の薬物乱用

防止キャラバンカー及びダメゼッタイ君の着ぐる
みを活用し、リーフレット等を配布し、府民及び市
民に対して広く薬物乱用防止の重要性を認識して
頂く為の啓発活動を行う。 

・また質問及び相談には専門の薬剤師が対応する。 
2. 献血活動への協力 

10 月～11 月ごろ 
・献血活動を行うことで多くの人を助ける。 
・医療技術が進歩した現在においても血液を人工的に

作り出すことは難しくその不足は輸血を待つ方々
に大きく影響します。 

・安定した輸血用血液の確保のため、ぜひ皆様にご参
加、ご協力をお願いできればと思います。 

3. いのちキラキラ食裁活動 
通年 

・こども認定園において母と子が一緒に自己管理し
て、一鉢の野菜を土づくりや種植え、毎日の水やり、
日々観察、お互いに成長を楽しみ、写生し、記録し、
収穫し、その「いのち」を園や家庭で味わう等の「い
のちキラキラ食栽活動」。 

・今年度も継続事業として推進。 
4. 高槻シティハーフマラソン支援活動 
・ポイントスタッフとしてコース上の警備及び負傷者
の救護並びに清掃活動 

 
〇国際奉仕委員会        委員長 馬渕 晴彦 
●国際交流 
１．海外 RC の活動調査を行う 

1）ブキビンタン RC の実態調査 ・調査団体派遣 
2）海外 RC との交流継続の検討 

２．ポリオ撲滅への協力 
・1 人当たり＄50 以上の寄付を呼び掛ける（前年度方

針継続） 

●R 財団 
・財団への理解を促す 
・1 人当たり＄150 以上の寄付を呼び掛ける（前年度方
針継続） 

●米山奨学 
・米山記念奨学会の活動を PR しての募金を募る 
（現場に携わる米山学友会の人達からの卓話、会員の
認識を高める勉強会等） 

・2020 年 4 月より受け入れている米山奨学生 劉陽さ
ん（中国）を継続して受け入れる 

 
〇青少年奉仕委員会      委員長 長井 正樹 
１．学校・地区と連携を図り、高槻中学・高等学校イ

ンターアクトクラブを支援しサポートしていきま
す。 
特に地区が主催する行事に当委員会メンバーが参
加するとともに、インターアクトクラブの例会や
活動にロータリーメンバーの参加を促し必要に応
じて適宜アドバイスを行うなどして、活動がスム
ーズに運営されるように努めます。 

(1)地区インターアクトクラブの主な年間行事予定 
2020.7  海外研修オリエンテーション 
2020.7  地区・スポンサークラブ・IAC・IAC 顧問

による合同会議 
2020.8  海外研修 
2020.8  地区・スポンサークラブ・IAC・IAC 顧問

による合同会議 
2020.9  クラブ青少年奉仕合同委員長会議 
2020.11 年次大会 
2020.11 地区・スポンサークラブ・IAC・IAC 顧問

による合同会議 
2021.3  地区・スポンサークラブ・IAC・IAC 顧問

による合同会議 
2021.3  活動報告書『スクラム』発行 
2021.6  新入生歓迎会 
2021.6  地区・スポンサークラブ・IAC・IAC 顧問

による合同会議 
(2)高槻中学校・高等学校インターアクトクラブの例会 

毎週木曜日 15:30～16:30 に年数回参加 
(3)当クラブの社会奉仕事業に内容と状況に応じてイ

ンターアクトクラブが参加し活動できるように配
慮する。 

２．高槻中学校・高等学校インターアクトクラブが行
う事業において、協力等があれば適時参加協力す
る。 

３．従来通り関西大学・大阪医科大学・大阪薬科大学
の三大学医工薬連環科学教育研究機構の小・中学
校の「自由研究コンテスト」への支援をします。 

４．地区補助金事業として「親子で見て聞いて楽しむ
クラッシックコンサート」を１２月に開催。マス
コミも利用し、当クラブの活動を市民に知っても
らい、企画・運営等を出演者と高槻市とともに盛
り上げていく。 
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 ◎ニコニコ箱報告 
・入会記念内祝                           飯田君 
・職業奉仕委員会の活動にご協力の程お願い致します。 

河合君 
・入谷前会長大変お世話になりました。   丸山君 
・新執行部井前会長の門出を祝して。    丸山君 
・名誉会員にしていただいて。       丸山君 
・各委員会の正副委員長の皆様、委員会活動 1 年間よ
ろしくお願いいたします。        内本君 

 

              本日の合計   ￥  45,000-  
    7/1 よりの累計   ￥  213,000-  
 

◎R 財団への寄付 
羽根田茂子君 ￥10,000-(入谷会長はじめ理事の皆様、

決算理事会も終わりました。 

1 年間お世話になりました。) 

河合 一人君 ￥ 5,000- 丸山 俊郎君 ￥20,000- 
内本  繁君 ￥ 5,000-  

 
本日の合計  ￥   40,000- 

         7/1 よりの累計  ￥  105,000-     
        年次基金会員より   ￥  105,000- 
         ポリオプラス会員より  ￥        0- 
           一人当たり平均   ＄    20.03 
 
◎米山奨学会への寄付 

井前 憲司君 ￥ 5,000-(この 1 年宜しくお願い致しま

す。) 

丸山 俊郎君 ￥10,000- 
 

本日の合計  ￥   15,000- 
          7/1 よりの累計  ￥   55,000-      
                会員より  ￥   55,000-      
               ｸﾗﾌﾞより    ￥       0-      
                  一人当たり平均   ￥   1,122-    
 
◎青少年育成基金への寄付 

井前 憲司君 ￥ 5,000-  
 

本日の合計  ￥    5,000-      
7/1 よりの累計  ￥   20,000- 

 

 

 

 

 

 

 

◎7/8 卓上花 

ケイトウ ······ おしゃれ 

ガーベラ ······ 神秘 

スターチス ···· 変わらぬ心 

レザーファン ·· 魅惑的 
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