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No.7  2020 年 8 月 26 日 発行 

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（8/26 は 12：30～13：10） 

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 

 

 

WEEKLY BULLETIN 

２０20～２０２1 

  

高槻ロータリークラブ 

 

  
 
◎ ソング・・・それでこそロータリー 
◎ 卓話  阿佐部 乃介君 

「 私の履歴書 」 
卓話  浜田 厚男君 
「 ロータリーバッジ  

どんな意味があるのか 」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3214 回 本日（8/26）の例会 

 

 
 

◎ 国歌・・・・君が代 
◎ ソング・・・奉仕の理想 
◎ 誕生、結婚、入会記念月御祝 
◎ 創業記念月御祝 
◎ 卓話  羽根田 茂子君 

「 相続に関するルールが 
大きく変わりました 」 

卓話  長井 正樹君 
「 障がい者就労支援事業について 」 

◎ 例会後の行事 

   9 月度定例理事会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3215 回 次週（9/2）の例会 

先週（8/19）の例会から 

◎ゲスト                計 2 名 
 
一般社団法人高槻青年会議所  

副理事長 高玉 要様 
 

米山奨学生  劉 陽様 
 

◎8/19 出席報告 

8月は会員増強・新クラブ結成推進月間 

◎会長の時間 

 

今日は、少しテーマを変えて中国の怪談についてで
す。留学生の陽さんが勉強している「聊斎志異（りょ
うさいしい）」から一話お話いたします。この小説は
清の時代に書かれ冥界の話、幽鬼や動植物の精霊の
話、天災の話など９２の短編から成り立っています。
岩波書店から１，０７０円×２冊で出ています。まだ
全部読んでいませんが短編ですので空き時間の暇つ
ぶしにぴったりと思います。 
さて、ある一編ですが山東省の街道沿いにある宿屋

で、馬車引達の定宿でのことです。４人づれが泊まり
に来たのですが、あいにく満杯です。他の宿もないこ
と故４人は雨露さえしのげればどんな部屋でもいい
とごねたので、宿主の老人がしかたなく息子の嫁が死
んで仮置きしている部屋の隣りであればと、提供し
た。雑魚寝が出来る広さで４人は早速熟睡し始めたの
だが、一人だけうとうとしているものがあった。と、
夜中に死人の床でガサゴソ音がするので驚いて見て
みると、死体が近づいてきて「ふっ、ふっ、ふっ」と
三度息を吹きかけてくる。それから出て行って床に棒
のように横たわっていた。驚いて男は仲間の足を蹴っ
て知らせたが皆気がつかない。そこで怖くなって裸足
のまま飛び出すと死体は後を追ってくるではないか。
必死に逃げているとお寺があったのでドンドン門を
た 

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  87.50 ％ 

但し、 Mup 2 名   欠席者 6 名 

出席規定摘用免除有資格者 2 名 
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叩いて入れてくれと頼んだが、寺男は尋常ならぬ空気を
察して門を開けてくれない。そこで門前の大きな柳の木
に隠れ、死体が右に行けば左に、左に行けば右にと木の
周りを逃げ回った。そうこうしているうちに双方とも疲
れ果てて木の裏側でぐったりしていると、死体がいきな
り両手を伸ばして掴みかかってきた。が、掴み損なって
木に抱きついたまま動かなくなった。明け方になって寺
男がこっそり様子を見に来ると男は瀕死の状態であっ
たが、なんとか生き返った。死体のほうは木に抱きつい
たまま離れない。役場の偉いさんに来てもらって引き離
そうとしたが４本の指先が木に食い込んで鑿（ノミ）で
うがったようになっていた。下役を宿の方に行かしてみ
ると、死体が紛失しており、３人が死んでいるので大騒
ぎであった。訳を話すと、老人は下役についてきて死体
を担いで持って帰ったとのことです。シャンシャン。 
 安心して泊まっていていきなり幽霊が出てきて、耳元
で息を吹きかけられたら誰だって怖いでしょう。こんな
夏向きのお話しが載っています。 
以上で会長の時間といたします。 

 
 
◎幹事報告 

・  8/26(水)の例会よりロータリーソングを再開致しま
す。明氏にエレクトーンの生演奏をしていただいてい
る事ですし、ロータリーソングは例会においてプログ
ラムの一連の 1 つという意味もございますので、再開
を決定致しました。但し今の状況を考慮し、明氏が演
奏中、皆様には席を立っては頂きますが歌は歌わない
（口ずさむもしくは口パク）とさせていただきます。
ご協力宜しくお願い致します。 

・9/9(水)例会後にクラブアッセンブリーを開催致しま
す。理事、役員、各委員会副委員長はご出席いただき
ます様お願い申し上げます。回覧を回しますので出欠
のご記入をお願い致します。今現在は桃谷樓での開催
を予定しておりますが、開催場所の変更があった場合
は改めてご連絡させていただきます。宜しくお願い致
します。 
【日 時】2020 年 9 月 9 日(水)例会後 
【場 所】桃谷樓 
【持参物】2020-2021 年度概況報告書 
     （※8/26(水)か 9/2(水)例会時配布予定。） 

・「例会臨時休会・例会変更のお知らせ」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。 

・茨木西 RC より概況報告書が届いております。後方テ
ーブルに置いておりますのでご覧下さい。 

・高槻現代劇場より、高槻現代劇場にて開催されるイベ
ントのチラシが届いております。後方テーブルに置い
ておりますので、ご自由にお持ち帰りください。 

 
 

◎委員会報告 
〇青少年奉仕委員会           長井 正樹 
・高槻中学校・高等学校より「高槻高等学校 80 年史」
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。 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例会中の貴重なお時間を頂戴致しまして誠にありが
とうございます。本日は高槻青年会議所が 10/11(日)に
実施致します「たかつき万博 2020」事業へのご協賛のお
礼と事業の簡単な PR で来させて頂きました。 
今年度新型コロナウイルス感染拡大の影響により高

槻市内の様々な事業やイベントが中止もしくは大幅な
縮小が余儀なくされております。新しい生活様式の中で
コロナウイルス感染拡大に対応した新たなイベントの
在り方・形というものを作り、また実証していかなけれ
ばと考え、本年度事業開催中止を決めた団体を中心に複
数の団体事業を合わせた合同事業として、この度「たか
つき万博 2020」開催の方針が決まり、実施前提で進めて
おります。 
高槻市内の経済団体様へ協賛の依頼とこの事業への

参加のお声がけをさせて頂きました。貴クラブへは浦中
先輩を通じ内本幹事へご相談させていただいた所、迅速
に対応して頂き協賛のご通知をいただいております。各
経済団体様の中では、1 番初めに高槻 RC 様からご連絡を
頂戴しており、そのご対応に若いメンバーをはじめこの
事業に携わるメンバー達は勇気づけられ、より良い事業
の構築へ覚悟を持った次第でございます。 
コロナウイルス感染拡大が続いている状況でござい

ますので、大阪府や高槻市からイベントの自粛要請があ
った場合や高槻市の過去 7 日間において 70 名以上の新
規感染者が確認された場合は中止とさせていただきま
す。 
事業当日は感染拡大防止対策にしっかり務めた上で

開催させて頂きます。地域住民の皆様方には、暗い話題
が多い日常から少し離れこの事業を通して笑顔になっ
ていただきたいと考えております。貴クラブの皆様方に
もぜひお越し頂き、地域の皆様と一緒に楽しんでいただ
けたらと思っております。 
結びとなりますが、皆様方の年度計画が滞りなく進み

ます事を祈念致しますとともに、皆様方のご健勝とご多
幸を心よりご祈念申し上げます。本日は誠にありがとう
ございました。 
 
一般社団法人高槻青年会議所 2020 年度合同事業 

【事業名】たかつき万博 2020 
【日 時】2020 年 10 月 11日(日) 10：00～17：00 
【場 所】史跡嶋上郡衙跡西仮設広場 

      （高槻市郡家新町 35） 
 

◎一般社団法人高槻青年会議所  
副理事長 高玉 要様 
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員会より清水会員、川面会員と私で選考を行い、小学生
5 名、中学生 4 名と 1 団体、支援学校の団体を表彰した
いと思います。 
対象者は、 
１.川西小学校  第６回日本けん玉協会 

ジュニア杯争奪戦 優勝 
２.竹ノ内小学校 ポールスポーツ  

カナダ大会世界大会 優勝 
３.松原小学校  空手関西大会 ３連覇 
４.安岡寺小学校 ピアノ全国コンクール 銀賞 
５.安岡寺小学校 オセロ小学生 グランプリ 
６.第２中学校  イベントアート甲子園 2019 

最優秀賞 
７.第９中学校  第 88 回全日本フィギュアスケー 

トジュニア選手権 優勝 
８.第 10 中学校  陸上大阪総体 走り幅跳び 優勝 
９.如是中学校  全国学芸サイエンスコンクール 

ポエム部門 金賞 
１０.高槻支援学校の高等部 119 名 
本来ならば、例会に招きこの場で表彰したいところで

すが、今年は新型コロナウイルスの影響でそのようなこ
とも叶いませんので、臨機応変に対応させて頂きたいと
思います。 
この事業は、創立 40 周年から 30 年間、高槻ロータリ

ークラブが、子ども達の行動や成果を発表する場を設け
たり、表彰をすることにより、彼らの励みとなり、健や
かな成長、開けた未来への希望を育み、我が国の発展へ
の布石とならんことを願うものです。また、同時に 70 周
年記念の式典や行事の為の基金を積み上げていくことを
目的としております。ニコニコ箱の用紙、欄外に「青少
年育成基金」がございます。70 周年直前で慌てて特別会
費の徴収をすることにならないように、ご協力をお願い
します。 
高槻ロータリークラブには「中長期戦略委員会」がご

ざいます。先日、第１回委員会を開催致しました。（構成
メンバーは現会長、遡る 3 代元会長、次年度会長と選ば
れた会員）第 2660 地区でも設置が奨励されている委員会
で、直接理事会に働きかけることはございませんが、ク
ラブの先々の運営を考えています。長期目標は、
2016-2017 年川面委員長が策定されたものを踏襲してお
ります。①ビジョンの決定（品格と活気あふれるクラブ
創り）②長期テーマの決定（会員増強・財政再建）③親
睦、そしてこの先５年程度は見据えるべき中期戦略とな
ります。その中でも、周年事業は「中長期戦略委員会」
だけが考える事ではなく、高槻ロータリークラブ会員１
人１人が、来るべき時に備える「終わりのない課題」で
す。70 周年に向けて、入谷直前会長と井前会長のご尽力
で地区への出向者は 6 名、飯田委員長の手元には会員増
強のリストが出来上がっていると伺っております。 
まだ未着手のグローバル補助金を使った国際奉仕プロ

ジェクト、若手経営者の為の経営塾、青少年奉仕基金の
効果的な運用も検討課題に上りましたし、名誉会員の為
の細則作成、2 年後の市民会館杮落しのイベントなども
提案していけると良いと考えております。 
今年度、67 代井前会長年度は、茨木 RC 簡ガバナー、

国際大会は台北。68 代羽根田会長年度は、大阪 RC 吉川
ガバナー、国際大会はヒューストンです。69 代会長年度
は、大阪ロータリー100 周年の記念の年にあたり、女性
初の宮里ガバナーが誕生します。国際大会はメルボルン。
70 代会長年度では「高槻ロータリークラブ創立 70 周年
記念式典」を挙行します。①式典 ②行事 ③事業 ④
記念誌。71 代会長年度は、大阪万博開催、第 2660 地区
ではすでに 1,300 万円以上の積み立てがなされておりま
す。 

 

◎卓話  
 

「 リニューアル 」      藤田 貴子 
 

新型コロナ感染症拡大における被害は様々なところ
に、様々な形で見られましたが、やはり私の診療所にも
影響は見られました。しばらくの間、落ち込んだり、焦
ったり、ネガティブな状態が続きましたが、これまでと、
これからについて、考える良い機会にもなりました。 
開院した当初、殆どの診療所ではレントゲン画像診断

はフィルムを見て行っていました。当時のデジタル画像
はあまりいいものではなく、値段は高いわりに使いにく
いイメージでしたので、私の診療所も、はじめはフィル
ムに現像していました。ところが、その後、15 年もする
と、デジタル画像はとてもきれいで使いやすくなり、デ
ジタル化していない診療所は、全国の診療所の 40 パーセ
ント以下という状態になりました。その時にデジタル化
したのですが、時代とともに、機械や診療のスタイルは
変化していくものと思います。 
ちょうど、チェアー（診察椅子）が古くなり、基盤が

廃版になるので、故障したら使えないと言われたのを思
い出して、このタイミングで新しいものに変えることに
しました。使いやすさやコストは当然ですが、座り心地
もみて選びました。また、待合室の床のタイルのひび割
れが目立ってきていたので、取替工事をすることにしま
した。その際、協力してくださいましたのは、当クラブ
の小阪様です。ありがとうございました。 
歯科医になり 26 年、開院して 22 年になり、色々経験

したつもりでしたが、（父に言わせると、まだまだ半人前
とのことですが。）世の中が急変して、診療のスタイルも
思ってもみなかったように変化させられることがあると
勉強しました。診療所のリニューアルをきっかけにリス
タートを切ろうと思います。これまで以上に地域医療に
勤しみ、歯科業界にも恩返しができるよう努力いたしま
す。 
 
 

◎卓話  
 

「 創立 65 周年記念・高槻ロータリークラブ 
青少年育成基金事業について 」  
      

伊藤 智秋 
 

2019年 6月 15日高槻ロータリークラブは創立 65周年
を迎え、記念式典を催行致しました。 
その折、①式典②行事③事業の三本柱を立てて展開し

ていったわけですが、③の記念事業について、お話をさ
せて頂きます。 
創立 40 周年では「高槻ロータリークラブ文化基金」を

創設し、50 周年までの 10 年間、毎年各団体、個人を表
彰してきました。50 周年から 55 周年では中学生英語弁
論大会の上位者をオーストラリアにホームステイという
プロジェクトを全うし、55 年から 60 周年にかけては
「夢・未来・プロジェクト」で「いのちキラキラ食栽活
動」が盛んになり、60 周年から 65 周年では高槻ロータ
リー塾で 5 年間、プレを合わせると 6 回、高校生達のク
ラブ活動に発表の場を提供しました。そして創立 65 周年
記念式典の場で、65 周年から 70 周年に向けての事業と
して「創立 65 周年記念高槻ロータリークラブ青少年育成
基金」設立の話をさせて頂きました。 
先日入谷会長年度の事業として、高槻教育委員会の田

中様にお越し頂き、府立高校・高槻島本地域の中学校、
小学校の児童生徒の中から個人又はグループを 42 推薦
して頂きました。その内から、8 月 5 日入谷直前会長、
小阪前期幹事、井前会長、内本幹事、青少年育成事業委 
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－高槻ロータリークラブ－ 

創立６５周年記念・高槻ロータリークラブ青少年育成基金事業 

 

 

当クラブ６５周年に当たり、当クラブが今日まで行って来た奉仕活動の一層の発展と地域社会に役立つ

活動を行い、その存在感を示すプログラムとしてこれを実施する。 

 

１ 事業の名称 ： 高槻ロータリークラブ青少年育成基金事業 

 

２ 趣 旨 目 的 ： 当クラブは５０周年を起点として青少年育成を目的として対外活動して来た経過 

を鑑み、この事業をなお一層充実させ地域社会に貢献することを目的とする。 

 

３ 事 業 内 容 ： 高槻市及び島本町に存在する 小学校、中学校、高等学校、支援学校に在籍する 

児童生徒の個人又は団体に対し、素晴らしい成果又は名誉ある行動をとったも 

のに対し、表彰する。 

 

４   賞   ： 表彰と記念品を贈呈する。 

 

５ 選考及び審査： 高槻市教育委員会、島本町教育委員会及び府立学校校長会より 

推薦のあった生徒・個人及びチームに対し、クラブにて審査する。 

尚、高槻ロータリークラブ会員より推薦のあった場合も、これを良とする。 

但し、一度表彰を受けたものは、再度受けることは出来ない。 

 

６ 選 考 期 間 ： 毎年７月１日～翌年６月３０日までの１年間を対象として、その業績を審査する 

ものとする。 

 

７ 表彰の時期 ： 毎年７月にこれを実施する。 

 

８ 基   金 ： 基金は会員のドネーションで賄い、ドネーションの金額範囲で行う。 

 

９ 期   間 ： 当記念事業は平成３０年より募金活動を行うが、開始は平成３１年７月より、 

最低５年間の継続プログラムとし、それ以降、時代の変遷を見て見直し検討 

する。 
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◎ニコニコ箱報告 
・皆出席内祝    坂野君、伊藤君、川畑君 
・ご家族のお喜び   光本君（8/17第 2子が誕生しました！

2,900g の女の子です。今日も

病院に会いに行ってきま

す！） 
・卓話をお聞きいただいてありがとうございます。 

藤田君        
・卓話を聴いて頂きましてありがとうございました。 

伊藤君 
・今日は食事ができませんでしたが「コロナに負けず」
に何とか頑張っていきたいですね。貴姫、チェア入換
おめでとうございます。          井前君 

 

              本日の合計   ￥  35,000- 
    7/1 よりの累計   ￥  423,000-  
 

◎R 財団への寄付 
河合 一人君 ￥10,000- 丸山 俊郎君 ￥20,000- 

 
本日の合計  ￥   30,000- 

          7/1 よりの累計  ￥  215,000-     
        年次基金会員より   ￥  215,000- 
         ポリオプラス会員より  ￥        0- 
           一人当たり平均   ＄    40.95 
 
◎米山奨学会への寄付 

藤田 貴子君 ￥ 5,000- 川畑 孝彦君 ￥ 5,000- 
 

本日の合計  ￥   10,000- 
          7/1 よりの累計  ￥  202,500-      
                会員より  ￥   80,000-      
               ｸﾗﾌﾞより    ￥ 122,500-      
                  一人当たり平均   ￥   4,050-     
 
◎青少年育成基金への寄付 

坂野 信一君 ￥ 5,000- 井前 憲司君 ￥ 5,000- 
 

本日の合計  ￥   10,000-      
7/1 よりの累計  ￥   45,000- 

 

 

 

 

 

◎8/19 卓上花 

ヒマワリ ······  

あなただけを見つめる 

カスミソウ ···· 幸福 

 
 


