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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 

 

2月は平和構築と紛争予防月間 

 

◎会長メッセージ 

 

１月８日緊急事態宣言が出されたが、さらに１ヶ月
を目処に延長され３月７日までとなっています。大阪
府は解除に向け検討しているようですが確定してから
判断すべきと考えています。高槻 RC もやむを得ず休会
継続をせざるをえない状況ですがご了承お願いいたし
ます。 
ところで私たちは、いままさに１００年に一度の希

有な経験をしています。今後ロータリーの新業態をど
う作っていくか試行錯誤の時だと思います。国際 RC ク
ナーク会長が昨年 RCを変革するのは正にこの時だと言
っていましたが、ノーマルで過ごす発想は出来なくな
っています。全員が入り甲斐のあるロータリーとは？
をどう築くかの年になっています。 
 この緊急事態宣言のとき、首相は先頭に立って必ず
事態を改善させると述べていました。私は少し違和感
をおぼえていました。日露戦争の時、将校は兵隊の先
頭に立って突撃をし、結果的にはロシアの機関銃の犠
牲になり、その後大量の将校不足を招きました。勇ま
しい台詞には、科学的な裏付けを伴って欲しいのです
が少し乏しいように感じました。   
これは、オリンピックについてもいえるのですが、

人類がコロナに打ち勝った証として開催する、という
前首相の「乗り」を継承しているのでしょう。が、開 
 
 
 
 
 

 
       2 月度 記念月御祝 
 

 ◎誕生記念 
   松下 浩章君 
 
  ◎結婚記念 
   藤井 敏雄・恵美子御夫妻  50 周年 
   西田 直弘・加代子御夫妻  39 周年 
   並木 寛治・里香御夫妻   19 周年 
 
  ◎入会記念 
   西田 直弘君        36 周年 
   入谷 治夫君         12 周年 
   篠原 光子君         6 周年 
    

◎臨時休会のお知らせ 
・緊急事態宣言の延長を受け、2/10(水)・2/17(水)・
2/24(水)・3/3(水)の例会は引き続き休会と致します。
緊急事態宣言の途中解除があった場合など状況に応じ
て対応致しますので、例会に関して変更等があった場
合は改めてご連絡申し上げます。 

 
 
◎各記念月御祝に該当の会員の皆様へ 
・この度は、おめでとうございます。誕生記念御祝・結
婚記念御祝・入会記念御祝・創業記念御祝の御祝の品
は、全てクオカードに変更し、ご自宅へ郵送させてい
ただきます。ご了承いただきますようお願い申し上げ
ます。 

 

 
創業記念月御祝 

 
   川畑 孝彦君  誠興産有限会社 

 S27.2.28   69 周年 
   山口  誠君  医療法人 山口医院 
      S47.2.1    49 周年 
   森木 亮二君  ㈱プロステージ 

      H21.2.23      12 周年 
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〇ゴルフ同好会             岩﨑 貞治 
・摂津 RC より「摂津 RC 創立 50 周年ゴルフコンペのご
案内」が届いております。例会が臨時休会の為、会
員の皆様へは 1/21(木)にメールもしくは FAX にてご
案内しております。2/17(水)までに事務局まで出欠
をお知らせ頂きますようお願い申し上げます。多数
の皆様のご参加宜しくお願い致します。 

【日 時】2021 年 4 月 27日(火) 
1 組目スタート 
アウト・インコースともに 8：00 

【場 所】茨木カンツリー倶楽部 西コース 
【競 技】ダブルペリア方式 
【会 費】10,000 円 
     ＊プレー費 28,420 円及び昼食代・売店等に

ついては各自精算 
 
・2020－2021 年度第 3 回高槻 3RC ゴルフコンペを開
催致します。例会が臨時休会の為、会員の皆様へは
2/1(月)にメールもしくは FAXにてご案内しておりま
す。2/26(金)までに事務局まで出欠をお知らせ頂き
ますようお願い申し上げます。当クラブがホストを
務めますので、多数の皆様のご参加宜しくお願い致
します。 

【日 時】2021 年 3 月 27 日(土) 

9：30 集合 9：56 スタート 

【場 所】ベニーカントリー倶楽部 

【会 費】10,000 円（プレー料金は各自支払い） 

【競 技】18 ホールズ・ストロークプレー 
     ダブルペリア方式 
 
 
〇社会奉仕委員会           石田 佳弘 
・三好芥川城の会を母体とし三好長慶顕彰碑建立を目
指し設立された三好長慶顕彰碑建立委員会より「三
好長慶顕彰碑建立へのご協力のお願い」が届いてお
り、当クラブより協賛金として 1 万円を寄附致しま
した。寄附者の名前は台座に銘記され、三好芥川城
の会会報や除幕式の案内等にも記名されるそうで
す。例会が臨時休会の為、三好芥川城の会会報をご
自宅へ郵送させていただきます。詳しくは会報をご
覧下さい。 

 
・高槻 RC と高槻市薬剤師会の共催で、3/20(土)阪急高
槻市駅前広場にて献血活動行います。コロナ禍で献
血者が減少しておりますので、一人でも多くの方に
献血をしていただけるよう街頭での呼びかけ・PR や
献血にご協力をお願い致します。例会再開時、例会
にて改めてご報告申し上げますが、ご参加をご予定
いただきますようお願い致します。 

【日 時】令和 3 年 3 月 20 日(土)10：00～16：30 
     ※10：00～16：30 の間で 1～2 時間位の参加

でも結構です。 
【場 所】阪急高槻市駅前広場 
【内 容】①献血の呼びかけ・PR 
     ②献血 
【服 装】出来ればロータリークラブと分かるような

服装が望ましいです。 
 

催中は大勢の医師が必要で熱中症やコロナ症状の人の
治療、その上ワクチン接種等で人材が足りないと東京
の医師会も懸念しています。素人的にも、まだワクチ
ンが行き渡っていない中、世界中の観戦者が来日し滞
在しまた戻っていく。GO TO TRAVELならぬ COME TO JAPAN
でウイルスを国内に拡散させるばかりでなく、世界中
にも拡散させるきっかけになるのではという懸念は払
拭されない。勇ましい台詞だけでなく、科学的に再考
を願うところです。 
 さてこの間アメリカではトランプ前大統領が敗北
し、もっともな大統領が１月６日誕生しました。今ア
メリカは第２次大戦の戦死者数を超えるコロナ死者数
（約４０万人）がでているそうです。アメリカを初め
世界中の患者がワクチン・治療薬の開発でこの感染爆
発を押さえられてこそ、人類がコロナに打ち勝ったと
宣言できるのではないでしょうか。いまはまだ、残念
ながらマスクをして逃げ隠れをするしかすべがありま
せん。とても高らかに勝利宣言など行える状況ではあ
りません。事態宣言中良いこともありました。バイデ
ン氏の大統領に就任の年齢を考えると我が高槻 RCも平
均年齢が高いのですが、大統領を７８才で引き受け、
トランプが引き起こした世界中の歪みを修復してい
き、半数近い反対者がいる中の船出は相当な体力・気
力・能力がいると思います。世界を、アメリカを UNION
させる。ここは見習うべき点かなと思います。次回は
こうした激動の中でくみ取るべきことは何か、につい
て書いてみたいと思います。これで会長メッセージと
いたします。 
 
 
◎幹事報告 

・2 月ロータリーレート 1 ドル：104 円 
・浦中会員の会社は新社屋へ移転の為、住所・電話番
号・FAX 番号が変更となりました。例会が臨時休会
の為、ご自宅へ会員手帳用のシールを郵送させてい
ただきます。ご自身の会員手帳へお貼りいただきま
すようお願い申し上げます。 

 
 
◎委員会報告 
〇国際奉仕委員会           馬渕 晴彦 
・地区国際奉仕委員会よりニュースレター第 3 号が届
いております。例会が臨時休会の為、ご自宅へ郵送
させていただきます。今年度は年６回の発刊を予定
されているそうです。宜しくお願い致します。 

 
〇クラブ研修委員会          大角 敏子 
・今月は「平和構築と紛争予防月間」です。例会が臨
時休会の為、ロータリーの友 2 月号はご自宅へ郵送
させていただきます。お時間のある時に、ぜひ読ん
でいただければと思います 

 
 

  


