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No.32  2021 年 3 月 24 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（3/24 は 12:30～13:15） 

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 

 

3月は水と衛生月間 

 

◎ゲスト・ビジター           計 2 名 
 
   米山奨学生   劉 陽様 
  
   瀧井 斉様   高槻東 RC  不動産管理 
 

◎3/10 出席報告 

会員数 出席者数 出席率 

50 名 41 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 1 名 

 

 

 

 

 

  
 

◎  ソング・・・四つのテスト 
◎ 卓話  IAC 活動報告 

高槻中学高等学校インターアクトクラブ 
顧問 田中 敏博様 
会長 古金 優樹様 

◎ 例会後の行事 

   第 3 回被選理事会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3233 回 本日（3/24）の例会 

 

    
◎  ソング・・・我等の生業 
◎ 卓話  坂野 信一君 

「 なんでフランスワインのラベルは 
こんなにもわかりにくいのか 」 

卓話  並木 寛治君 
「 女性活躍推進について 」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3234 回 次週（3/31）の例会 

先々週（3/10）の例会から 

 
2 月度皆出席表彰 

 
        該当者なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※2021/4/7(水)は、例会場変更（於：山水館）。 
【例会時間】12：30～13：30 
【送迎バス】12：10 京都銀行高槻支店前発 
【お車でお越しの方】山水館の駐車場をご利用下さい。 
 

※4月の誕生・結婚・入会・創業記念月御祝は、4/14(水)
の例会にて行います。 

 

 

Ｒ財団表彰 

 

河合 一人君 

第 7 回 マルチプル・ポール・ハリス・フェロー 

 

西本 恵美子君 

第 3 回 マルチプル・ポール・ハリス・フェロー 
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◎会長の時間 

 

今日は久しぶりに例会を開くことが出来ました。顔
を合わせての例会は良いものだと思います。石田・大
木さんにお世話いただき ZOOMを使ってお試し例会を２
回試験的に行いました。ご参加いただいた方ありがと
うございます。が、バーチャルに慣れないせいかやは
り直（ジカ）が一番いいですね。コロナウイルスが激
減し従来の習慣が復活することが待たれます。 
 さて、３月は東日本大震災から十年の節目で様々な
特集が組まれていました。自然の突然の脅威になすす
べはなかったのでしょうか。自然を甘く見ていたのか、
津波がそこまで来ているのに逃げ出せていない人々の
映像もあり、いたたましいものがありました。こうし
て万を越える方々が亡くなり、またその数倍の悲しみ
が有ると思います。自然災害はその後広島の山津波や、
岡山や九州をはじめ各地の洪水でも多数の犠牲者が発
生しました。ロータリーとしても義援金などのお見舞
いをしています。少し話はずれますが、人々が平和に
暮らしている中突然、死においやられたというのが過
去には何度かありました。例えば、尼崎の列車事故も
そうですし、更に前では広島・長崎の原子爆弾もそう
です。予想すらしない日常の中での突然死。その数も
数万人です。もちろんこの大きな概数の一つ一つに、
生きたいのちが有ったのは間違いありません。 
 さてここからは高槻 RC の話題です。昨年末から会員
増強の手段として入会金の免除を井前年度に限り総会
で会則変更して、またはその後特例的に認めていただ
き、会員獲得活動をしていきたいと提案してきました。
しかし、私始め３役でご意見をうかがう中で、現在全
会員の賛同はとても得られないと判断いたしました。
午前中の理事会で状況報告し、入会金と会員拡大を関
連つけての理事会決議を撤回する旨提案し承認いただ
きました。ただし、同時に提案していた老壮青各２～
３人からなる WGをつくり会員増強と入会金のあり方や
クラブをより魅力的にするための案などを検討いただ
く案は継続しており、短時間ですが５月末目処で理事
会に戻していただき、例会で発表し、必要な場合時間
切れ感は否めませんが例会決議を行い会員の判断をお
願いしたいと思います。また細則変更がない提案の場
合でも、それをクラブ活動に活かしていきたいと思い
ます。この問題では長期戦略委員会もありますが、よ
り機動的に検討いただくために WGとしたことをご了承
ください。またご多忙の中貴重なアドバイスをいただ
いた方々に改めてお礼申し上げます。 
いままでの意見を大まかに分類すると、お金の問題

と伝統の考え方の２つになります。お金では、入会金
を払って入られた今の会員との不公平感、当該入会員
へのまなざし、そのくらいの入会金を払えない人はそ
もそも資格がないのではと言う意見や、またインセン
ティブをもうける方法、たとえば入会金無しや、入会
奨励金等で入っていただくのは過去に例がないし、在
籍者も反対である。他のクラブへもエキュスキューズ
がいるのでは、というのがありました。現理事会とし
ては、引き続き会員獲得活動を、入会金をいただいて、
行っていきたいと思います。反対の意向を示された方
も今一度 5 年先・10 年先のクラブ員数の状況も考慮し
ていただき会員獲得活動をお願いいたします。これで
会長の時間といたします。 
 

 

◎国際ロータリー第 2660 地区 

2021-22 年度地区出向者委嘱状贈呈 

 

・IM 第 2 組ガバナー補佐エレクト   伊藤 智秋 

・大阪のロータリー100 周年準備委員会委員 

 松尾  浩 

・社会奉仕委員会委員         河合 一人 

・職業奉仕委員会委員         白石 純一 

・国際奉仕委員会委員         西本恵美子 

・インターアクト委員会委員長     浜田 厚男 

・青少年奉仕統括委員会委員      浜田 厚男 

・ロータリー財団委員会委員      山室 匡史 

 

 

◎幹事報告 

・東京 RC 会員 熊平雅人様より「抜萃のつづり その
80」が届いております。皆様へ配布しておりますの
で、ご覧ください。 

・3 月ロータリーレート 1 ドル：106 円 
・事務局は 3/22(月)を休業とさせていただきます。ご迷

惑をお掛け致しますが、ご了解いただきますようお
願い致します。 

・大阪府の会食についての自粛要請が 3/21(日)までとな
っており、それ以降緩和されることを前提として、
3/24(水)の例会から食事を再開したいと思います。以
前と同じように 12：30～12：45 を食事の時間、12：
45～13：30 を例会と致します。例会の開会点鐘は
12：45 となります。食事をされない方は事前に事務
局までご連絡いただきますようお願い致します。 

・本日は例会場が例会後使用出来ない為、例会前に理
事会を開催致しました。先程会長の時間にもござい
ましたが、本日の理事会で、入会金に関して協議し
て頂けるよう入会金に関する特別委員会をつくる事
が決まりました。つきましては、この委員会に参加
を希望される会員の皆様を公募させていただきます
ので、期間内に事務局までお申し出頂きますようお
願い致します。 

【募集期間】3/10(水)～3/16(火) 

【申 込 先】事務局 

【委員会構成 】①年齢構成・入会年数などを考慮したバ
ランスのとれた委員会構成とします。 

       ②上記の理由から、応募状況により役員
により人数を調整させていただく場合
があります。 

【発  足】3 月末を目安とする。 

【協議期間】4 月～5 月の 2 か月間を目安する 

 

 

 

◎3/10 卓上花 
 
スイートピー ··· 優しい思い出 
 
カーネーション · 感謝・温かい心 
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◎ニコニコ箱報告 
・誕生記念内祝   波々伯部君、 
          松下君（2 月で 54 才になりました。

郵便でクオカード頂きまし

た。） 
長井君、清水君、篠原君、 
浦中君（誕生祝いありがとうござい

ました！） 
・結婚記念内祝     藤井君（2 月） 

岩井君、倉本君、 
並木君（久しぶりに皆様の元気な顔 

が拝見出来ました） 

白石君、山室君 
・入会記念内祝   坂野君、藤井君、河合君、川面君 

中西君、篠原君、山口君、山室君 
・創業記念内祝   藤田君(どうにかやってこれました。

これからもかんばります。よ

ろしくお願いいたします。) 

香西君、白石君、山口君 
・皆出席内祝    山口君 
・微力ですが力つきるまで努力するつもりです。 

井前君 
・ご心配をおかけしました。ありがとうございます。 

    長山君 
・例会が再開できて会員の皆様とお会いできた喜びに。 

内本君 
 

              本日の合計   ￥  140,000-  
    7/1 よりの累計   ￥1,344,000-  
 

◎R 財団への寄付 
坂野 信一君 ￥ 5,000- 藤井 敏雄君 ￥10,000- 
浜田 厚男君 ￥ 5,000-（久しぶりの例会うれしいで

す。） 

石田 佳弘君 ￥ 5,000-（久々の例会いいですね。3/20

の献血活動よろしくお願い

致します。) 

岩﨑 貞治君 ￥10,000-（2 年間ありがとうございまし

た。） 

河合 一人君 ￥ 5,000- 香西 徳治君 ￥ 5,000- 
倉本  進君 ￥ 5,000- 松下 浩章君 ￥ 5,000- 
篠原 光子君 ￥ 5,000- 白石 純一君 ￥ 5,000- 
内本  繁君 ￥ 5,000- 山口  誠君 ￥ 5,000- 

 
本日の合計  ￥   75,000- 

          7/1 よりの累計   ￥1,167,000-     
        年次基金会員より   ￥  865,000- 
         ポリオプラス会員より  ￥  302,000- 
           一人当たり平均   ＄   220.19 
 
◎米山奨学会への寄付 
浜田 厚男君 ￥ 5,000- 岩井 祐造君 ￥ 5,000- 
長山 正剛君 ￥ 5,000-（リュウさんようこそ例会へ。）  

篠原 光子君 ￥ 5,000- 浦中 郁文君 ￥ 5,000- 
 

本日の合計  ￥   25,000- 
          7/1 よりの累計  ￥  502,500-      
                会員より  ￥  255,000-      
               ｸﾗﾌﾞより    ￥ 247,500-      
                  一人当たり平均   ￥  10,050-     
 
◎青少年育成基金への寄付  
井前 憲治君 ￥ 5,000- 石田 佳弘君 ￥ 5,000-  

 
本日の合計  ￥   10,000-      

7/1 よりの累計  ￥ 255,000- 

 

 

 

 

 

 

◎委員会報告 

〇社会奉仕委員会           石田 佳弘 
・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を行います。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。1～2 時間位の参
加でも結構です。回覧を回しますので、午前の部、
午後の部で出欠をご記入頂きますようお願い致しま
す。 

【日 時】2021 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。 
 
〇クラブ研修委員会          大角 敏子 
・今月は「水と衛生月間」です。ロータリーの友 3 月
号の推奨記事として、縦書きの記事から P.7「安全
できれいな水を考える」、P.22「東日本大震災から
10 年」、P.41「連載コミック ポール・ハリスとロ
ータリー」をご紹介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。 

 
〇クラブ運営委員会          長山 正剛 

・コロナの影響により 4/7(水)に予定しておりました観
桜会は中止とさせて頂きました。2 年続けて観桜会が
中止となり断腸の思いでございます。せめて桜を見
て頂き心を癒していただこうという思いから、山水
館で移動例会をすることになりました。桜を見なが
らの宴会は出来ませんが、山水館への道中で桜を見
ていただき、お食事を楽しんで頂ければと思います。
回覧を回しますので出欠をお知らせ頂きますようお
願い致します。 

【日  時】2021 年 4 月 7日(水)12：30～13：30 
【場  所】山水館 
【送迎バス】京都銀行高槻支店前 12：10 発 
【車でお越しの方】山水館の駐車場をご利用下さい。 

 

〇青少年奉仕委員会           
長井 正樹 

・先月中旬、地区から地区内のインターアクトクラブ
へ、コロナ禍で ZOOM 会議等に対応可能なウェブ機
材一式が贈呈されました。インターアクトクラブの
提唱クラブは各クラブ 4 万円を負担しております。
贈呈式の写真を地区へ送らなければなりませんの
で、簡易ではございますが贈呈式を行いたいと思い
ます。高槻中学高等学校インターアクトクラブの顧
問の先生と生徒数名が参加予定です。参加をご希望
の会員の皆様は、事務局までご連絡頂きますようお
願い致します。詳細は事務局よりお伝えいたします。 

【日  時】2021 年 3 月 17 日(水)午後 

【場  所】高槻中学高等学校 

【詳  細】開始時間などの詳細は、決まり次第事務
局より参加される会員の皆様へご連絡致
します。 

 

◎情報集会  クラブ研修委員会委員長 藤井 敏雄 
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2020-2021 年 度 例 会 プ ロ グ ラ ム 
     

月 日 内  容 例会後の行事 備  考 

3

月 

17 定款による休会(祝日を含む週）     

24 
IAC 活動報告（高槻中学高等学校 

          インターアクトクラブ） 
被選理事会   

31 卓話（坂野君・並木君）   ＊クラブ研修委員会 

4

月 

7 移動例会（於：山水館）/卓話（江澤君） 観桜会（中止） 母子の健康月間 

14 記念月御祝/卓話（光本君） 定例理事会（例会前・於：桃谷樓） 地区研修・協議会 （4/3） 

21 第 2 回情報集会 被選理事会   

28 卓話（本多君）   ＊クラブ組織委員会 

5

月 

5 定款による休会(祝日）   青少年奉仕月間 

12 記念月御祝/卓話（齋藤君） 定例理事会（例会前・於：桃谷樓） 春の RYLAセミナー（5月 GW中） 

19 第 3 回情報集会 被選理事会   

26 卓話（石田君・西田君）   ＊青少年奉仕委員会 

 


