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ホルガー・クナーク RI 会長 

 

 

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 

 

  
 

 ◎ 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 本日（7/8）の例会 

 

 
 
 ◎ 委員会例会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3210 回 次週（7/15）の例会 

先週（7/1）の例会から 

◎ゲスト                 計 4 名 
 
高槻東 RC 会長  板垣 善雄様  弁護士 
 
高槻東 RC 幹事  樋口 健一郎様 不動産管理 
 
高槻西 RC 会長  河西 康宏様  住宅賃貸 
 
高槻西 RC 幹事  小橋 義之様  防水工事業 

 
 

◎出席報告 

会員数 出席者数 出席率 

49 名 47 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 5 名 

 

 

 

 

 

◎新旧会長・幹事バッジ交換 
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◎会長の時間 

 

本日は、高槻ロータリークラブ新年度の例会にご多忙
にも拘わらずご出席いただきました高槻東ロータリー
の会長板垣さん、幹事の樋口さん、また高槻西ロータリ
ーの会長河西さん、幹事の小橋さん、ようこそお越しく
ださいました。ありがとうございます。また、年度後半
にコロナ規制に巻き込まれながらも、クラブ活動を懸命
に継続する努力を続けていただきました入谷会長はじ
め幹事・各委員長さんに敬意を表します。 
私自身 2 月の段階で、例会開催は年内無理ではないか

と予想し、在宅例会の準備を検討すべきと思っていまし
た。検査薬や治療薬が無い状態で、コロナウイルス対策
をたてるのは相当難しいはずではないかと思っていま
した。しかし、6 月初め、入谷年度で机無しのいわゆる
学校スタイルで例会を開催するという先鞭をつけても
らったことは、かなり勇気付けられました。私の年度で
は、もう少し支障の無い範囲で拡大してみようというイ
ンスピレーションをいただき今日を迎えています。     
会員同士食事しながら共に時間を過ごすということ

は、親睦を深める上でも大事であるのは言うまでもあり
ません。ポールハリスの時代にも、ただ単に会員が集ま
って時間を過ごすだけでは魅力をなくして離反してい
くという現象が初期から起こっていたのでランチを共
にしようとなってきたからです。私自身この６月スタイ
ルでは、コロナにかかったように味覚が感じないのと同
様、なんとなく味気ないと感じました。そこで食事開始
のご意見を伺うと、全員食事を開始するのはいいことだ
とご賛同いただきました。ということで、まだ不完全で
はありますが、コロナ事態が急変しないかぎり、感染予
防には十分注意を行いながら、このスタイルで一年間運
営していきますのでよろしくお願いたします。また事務
局の三浦さん、引き続き強力なサポートの方お願いいた
します。各委員会の皆さん全員で頑張りますのでよろし
くお願いいたします。 

これで会長の時間とさせていただきます。  

 

         

◎幹事報告 

・ロータリー財団への寄附￥305,000－、米山奨学会へ
の寄附￥545,000－を 6/25 に振込致しました。皆様ご
協力ありがとうございました。 

 

 

◎委員会報告 
〇国際奉仕委員会            川面 智義 
・ガバナー事務所より「米山奨学生学友会（関西）2019-20

年度会報」が届いております。後方テーブルに置いて
おりますので、皆様ご覧下さい。 

◎会長就任の挨拶           井前 憲司 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このたび指名委員会で指名され第 67代目の会長を務め
させていただくことになりました井前憲司です。２０１
０年の入会で幹事経験も無い中での就任となります。会
員皆様のご協力をよろしくお願いいたします。また本日
は高槻東 RC,高槻西 RC の会長様・幹事様ご出席いただき
ましてありがとうございます。このコロナの時代初めて
直面する事態に対して運営その他打ち合わせを密にして
対応していきたいと思います。 
さて、本年度の国際 RC 会長は、ドイツからは初めての

選出でホルガー・クナークさんです。クナークさんは１
２５年続く不動産業を営んでおられます。１２５年前と
言えば日本では日清戦争の時代であり、シカゴではポー
ルハリスが弁護士になった頃です。クナークさんはビデ
オスピーチの中で、ロータリーとは共に４つのテストと
いう価値観を共有し、固い友情でつながっている。世界
のどこへ行こうと出会ったロータリアンとはすぐに親友
になれる。我々のあらゆる活動が「どこかで」「だれかの」
ためになる機会の扉を開いている。メンバーは、地域社
会での小さな奉仕活動から、ポリオ撲滅のような大規模
な奉仕活動まで自分の栄光のためでなくロータリーのた
めにやり抜くことが大事だと言っています。スローガン
は「ロータリーは機会の扉を開く」です。 
また今年度のクナークさんのスピーチでは、クラブ運

営に当たっては、数値を掲げるのではなく有機的かつ持
続可能な形で成長を目指していこうという、従来にはな
い主張をされています。現在世の中はデジタル化をはじ
めとして、急激なスピードで変化しています。革命的に
変えていくのは今ではないかといっています。9 年前ベル
リンで年 1 回子供向けの楽しいショーを若い人たちが先
導して始まりましたが、今では何千人という恵まれない
子供たちに喜びを与えている会として定着しています。
機会の扉を開くとは、我々ロータリアンが奉仕を通じて、
その大小にかかわらず助けを必要としている人たちに援
助を行い、そのことから我々自身への感動が返ってくる
との意味ではないかと思います。 
 また 2660 地区の簡ガバナーは年次目標として 

＊IT 化の推進と公共イメージの向上 
 ＊ロータリーの価値観の再認識  
＊会員増強 
＊クラブ運営の柔軟化  
＊クラブビジョンの策定 

をあげられています。スローガンは、「ロータリーの基本
に戻って、新しい未来へ」です。 
ロータリークラブに属することで、尊敬できる先輩、

信頼できる友人、ロータリーならではの機会、奉仕活動
からの感動が得られます。ロータリアンとしての誇りと
自信を持って未来を作ろう、とのことです。ロータリー
の原点である親睦と職業奉仕を根幹とし、世界および地
域社会で良い変化を生み出そう。 

 



 

  

高槻ロータリークラブの今年度の目標と方針ですが、
このロータリーの根幹である親睦を強めるための手段で
ある例会活動がコロナパンデミックのため大きく制限さ
れています。また、奉仕活動も、人が集まることが制限
されており年度初めでは中止または見送りとなることが
増えています。しかし、こうした厳しい、突然の環境変
化の中でも我々は柔軟に対応していける力があると思っ
ています。クラブのスローガンを「足元を確認し、ロー
タリーの仲間と連携し、世界を輝かそう」としました。 
我が高槻ロータリークラブは、昨年 65 周年記念を行

い、また奉仕活動としては地域の青少年とサッカー・高
校野球・ダンス・吹奏楽・和太鼓などを支援させていた
だきました。生徒さんへ活動の機会を提供し、校長先生
はじめ責任者、ご父兄の方々から共感と感謝の言葉をい
ただいています。幼稚園へは継続事業となっている「い
のちキラキラ食栽活動」で野菜の苗をご家族と園児がと
もに植え・収穫することで、嫌いであった野菜が大好き
になるなど、食育の大切さを実感してもらっています。
こうした先輩諸氏の継続した意義ある活動を確実に継承
していきます。 
こうした奉仕活動に加えて、本年は地域のニーズを汲

み取り、広報誌や奉仕活動を通じて、広く市民・地域の
人たちに存在を知っていただけたらと思っています。入
谷年度ではマスクが不足している中 22,500 枚を高槻市
内の地域密着型特別養護老人ホームに寄贈し、市長はじ
め市から感謝されました。 
今年度は、こうした不本意な不安定な時代であるから

こそ、各委員会で分担して、ロータリーの基礎的なこと
を勉強していこうと思っています。変化は急激に起こる
変化と、徐々に起こり積み重なれば大きな変化になって
いる場合があります。ロータリーの基本である「奉仕」
やその歴史を学ぶ中で、ロータリーの良さを再確認し、
本当に素晴らしい会員たちとともに７０年・８０年に向
け発展していくための基礎を確立したいと思っていま
す。 
 
 

◎幹事就任の挨拶             内本 繁 

 

 

今年度、歴史と伝統ある高槻ロータリークラブの幹事
という大役を仰せつかり、その重責に身も引き締まる思
いでおります。 
２０１２年７月に入会させていただき、９年目になり

ました。この間、インターアクトクラブの設立や昨年は
クラブ運営委員長として理事会に出席するなどクラブ
運営の一部に携わってまいりましたが、まだまだ勉強不
足なところが多々あります。 
しかし、このような経験不足で未熟な私にとって研鑽

の場を与えていただきましたことで、たいへん貴重な一
年間になると思っております。 

 

インターネットで幹事の役割を検索しますと地区の
ロータリー百科事典がでてきまして、ここに幹事の担
う役目は「会長の方針に従い、会長と一体となってク
ラブの運営を推進し、クラブの要としてクラブ内外の
多彩な実務を担当すること」とあります。これは、ク
ラブの状況を把握して、クラブの効果的な運営を支え、
記録の管理と報告を行うということです。そして、与
えられた具体的な任務をみますと改めて、その果たす
べき役割の重要性を痛感するとともに、クラブ運営を
スムーズに進めることが幹事に課せられた役割と認識
し、井前会長のもとその職責を全うしなければならな
いと思っております。 
幹事の依頼を受けましたのは昨年秋のことでした。

その時には新型コロナウイルスはなく、まさかこのよ
うな事態になるとは全く思ってもみませんでした。世
界中で日常生活や社会・経済活動に大きな影響を及ぼ
しています。現在も終息の目途がたたず、依然として
油断を許さない状況が続いています。 
当クラブにおきましても、約３か月間休会になり、

それに合わせて理事会や被選理事会、各委員会で予定
されていたプログラムが中止となり、入谷直前会長は
ＷＥＢ上で会長メッセージを発信され、理事会はメー
ルとなりました。 
特に新年度の準備をしなければならない時期と重な

ってしまったために、各委員長におかれましては事前
の準備をしていただいていたにも関わらず、個別対応
という方法をとらなければならず、二重のご苦労をし
ていただきました。会長はじめ各委員長・委員会との
打ち合わせをはじめ、意思疎通や連携も十分ではなか
ったと思います。 
今後の不測の状況も想定しつつ、会員各位の健康と

安全対策を十分に配慮した運営をしていかなければな
りません。このような不安定で制約がある状況ではあ
りますが、新年度を迎えることになりました。 
今回の事態を契機として、今後のクラブ運営や例会

の実施方法などについても大きく変わっていくものと
思われます。すでにＷＥＢを使った会議や例会が行わ
れつつあります。 
ＲＩや地区の方針、そして井前会長のテーマである

「足元を確認し、ロータリーの仲間と連携し、世界を
輝かそう」のスローガンのもと、その目標達成のため
に皆様方からご指導やアドバイスをいただきながら例
会や各種行事に携わっていく所存です。 
コロナ禍にあり、今後とも様々な面で不都合や制約

がでてこようかと存じますが、会員の皆様方にとって
楽しくて居心地が良くて、そして意義のあるクラブ運
営に努めて参りたいと思っております。 
何かと行き届かないところが多々あろうかと思いま

すが、会員の皆様のご支援・ご協力を賜りまして、こ
の一年間を務めさせていただきたく存じますので、何
卒よろしくお願い申し上げます。 

 



  ◎ニコニコ箱報告 
・誕生記念内祝   古川君（コロナ以降初めて出席しま

した。ずっとステイホーム

してました。早く甲子園行

きたいよー） 
入谷君 
長山君（ありがとうございます。と 

うとう 5 回目の干支（えと） 

となりました） 

大角君 
・入会記念内祝   藤田君（今後ともどうぞよろしくお

願いします） 

松下君（無事 3 周年を迎える事が出

来ました。皆様今後とも宜

しくお願いします） 

長山君（ありがとうございます） 

大木君 
白石君（早いもので入会 4 年経過し

ました。私事ですが昨日

（6/30）付で社長を退任し

ました。お世話になりまし

た） 

藤松君、内本君 
・創業記念内祝   西本君（創業記念のお祝いありがと

うございます） 
大木君、大角君 

齋藤君（創業記念ありがとうござい

ます） 
内本君 

・先週は欠席してすみませんでした。入谷さんご苦労
様でした。井前さんよろしくお願いします。 藤井君              

・井前会長、内本幹事他理事役員の皆様 1 年間宜しく
お願いします。              橋本君 

・入谷前会長はじめ前役員の皆様ご苦労様でした。井
前新会長はじめ新役員の皆様 1 年間ご苦労様です。 

本多君 
・会員にとって有意義で楽しい 1 年を過ごせて頂ける
よう努力致します。           井前君 

・井前会長年度のスタートを祝して。    入谷君 
・井前会長他役員の皆様ご苦労さんです。  岩井君 
・新旧役員の皆様、昨年度は大変お世話になりました。
本年度もよろしくお願い申し上げます。  岩﨑君 

・井前会長、内本幹事、1 年間よろしくお願いします。
片山君 

・井前会長スタートよろしく。       川畑君 
・井前会長、内本幹事、理事役員の皆様、1 年間よろし
くお願い致します。           河合君 

・新年度理事役員の皆様、1 年間お世話になります。 
小阪君 

・井前会長、内本幹事、1 年間高槻 RC 良き舵取りを宜
しく。                 倉本君 

・入谷年度の皆様ご苦労様でした。井前年度の理事役
員の皆様 1 年間お世話になります。    松尾君 

・新体制、会長、副会長、幹事、よろしくお願いしま
す‼                   長井君 

・井前会長始め役員の皆様、1 年間よろしくお願いしま 
す。                  中西君 

・入谷会長、小阪幹事、役員の皆様ご苦労様でした。
本年、井前会長、内本幹事、1 年間よろしく。西田君 

・本年度、幹事を務めさせていただきます。1 年間よろ
しくお願いいたします。          内本君 

 

              本日の合計   ￥ 168,000-  
    7/1 よりの累計   ￥  168,000- 

 

◎R 財団への寄付 
藤井 敏雄君 ￥ 5,000-  井前 憲司君 ￥ 5,000- 
伊藤 智秋君 ￥10,000-（新理事会発足おめでとうござ

います）  

岩井 祐造君 ￥ 5,000- 川畑 孝彦君 ￥ 5,000- 
河合 一人君 ￥ 5,000- 長井 正樹君 ￥ 5,000- 
西田 直弘君 ￥10,000- 西本恵美子君 ￥ 5,000- 
内本  繁君 ￥ 5,000- 山口  誠君 ￥ 5,000-   

 
本日の合計   ￥   65,000- 

         7/1 よりの累計   ￥   65,000-     
        年次基金会員より    ￥   65,000- 
        ポリオプラス会員より￥        0- 
           一人当たり平均   ＄    12,40 
 
◎米山奨学会への寄付 

井前 憲司君 ￥ 5,000- 片山美智子君 ￥ 5,000- 
松下 浩章君 ￥ 5,000- 西田 直弘君 ￥10,000- 
白石 純一君 ￥ 5,000- 内本  繁君 ￥ 5,000- 
山口  誠君 ￥ 5,000- 

 
本日の合計  ￥  40,000- 

          7/1 よりの累計  ￥  40,000-      
                会員より  ￥  40,000-      
               ｸﾗﾌﾞより    ￥      0-      
                  一人当たり平均   ￥    816-  
   
◎青少年育成基金への寄付 

藤田 貴子君 ￥ 5,000- 井前 憲司君 ￥ 5,000- 
内本  繁君 ￥ 5,000- 

 
本日の合計  ￥   15,000-      

7/1 よりの累計  ￥   15,000- 

 

 

 

 

 

◎7/1 卓上花 
 
ガーベラ（ピンク） ····· 感謝 

    （赤） ·········· 神秘 

    （オレンジ） ·· 冒険心 

    （白） ·········· 希望 

カーネーション ·········· 美しいしぐさ 

カスミソウ ················ 幸福 

  



 

 

2020-2021 年 度 例 会 プ ロ グ ラ ム 

     

月 日 内  容 例会後の行事 備  考 

7

月 

8 各委員長活動計画発表 決算理事会(例会前）   

15 委員会例会     

22 卓話（馬渕君）     

29 定款による休会   ＊クラブ研修委員会 

8

月 

5 記念月御祝/私の履歴書（浜田哲君・森木君） 定例理事会 会員増強/新クラブ結成推進月間 

12 定款による休会   IAC 海外研修中止 

19 卓話（伊藤君・藤田君）     

26 卓話（浜田厚君・松下君）   ＊クラブ組織委員会 

9

月 

2 記念月御祝/卓話（羽根田君・長井君） 定例理事会 
基本的教育と識字率向上月間/ 
ロータリーの友月間 

9 
ガバナー補佐訪問 
私の履歴書（赤羽君）/卓話（香西君） 

クラブアッセンブリー 9/13(日)親睦 BBQ 予定 

16 卓話（浦中君）   秋の RYLA セミナー（9/19～21）中止 

23 ガバナー公式訪問     

30 定款による休会   ＊社会奉仕委員会 

 


