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奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために 

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（7/14 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 羽根田茂子 幹事 河合一人 クラブ運営委員長 浦中郁文 会報担当副委員長 浜田哲也 

 

 

WEEKLY BULLETIN 

２０２１～２０２２ 

  

高槻ロータリークラブ 

 

  
 
◎ ソング・・・四つのテスト 
◎ 各委員会委員長抱負・活動計画発表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3237 回 本日（7/14）の例会 

 

 
 
◎ ソング・・・我等の生業 

 ◎ 委員会例会 

◎ 例会後の行事 

    準備委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3238 回 次週（7/21）の例会 

先週（7/7）の例会から 

◎ゲスト                  計 4 名 
 

高槻東 RC 会長  寺本 佳弘様  呉服販売 
 

高槻東 RC 幹事  山西 陽祐様  司法書士 
 
高槻西 RC 会長  三好 誠様   歯科 

 
  米山奨学生    劉 陽様 

 

◎出席報告 

会員数 出席者数 出席率 

50 名 41 名 83.67％ 

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 0 名 

 

 

 

 

 

 

◎新旧会長・幹事バッジ交換 

 

Ｒ財団表彰 
 

河合 一人君 

第 8 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 

・本日の会長の時間は、会長就任挨拶と合わせてさせて
いただきます。 

 

 
◎幹事報告 

・ガバナー月信は、前年度までは理事・役員のみへ配布
しておりましたが、地区は全会員への配布を推奨して
おりますので、今年度より全会員へ配布致します。今
年度は全てオンライン配信となりますので、メールで
配信致します。メールをされない会員各位へは印刷し
て配布致します。7 月号は 7/1(木)に事務局からメー
ル配信し、印刷の方には本日お配りしております。宜
しくお願い致します。 

・7 月ロータリーレート 1 ドル：111 円 

・ガバナー事務局より「大阪みおつくし RC 解散のお知
らせ」が届いております。同クラブは、2021 年 6 月
30 日付で国際ロータリーを脱会致しました。誠に残
念ではございますが、皆様にお知らせ致します。 

・ガバナー事務所より「新型コロナワクチン接種に係わ
るハラスメントについてのご連絡」が届いておりま
す。ワクチンを接種するかどうかは、本人の意思で決
める事であり義務ではありませんので、ワクチンを接
種していない事に関し、否定的な言動がないようお互
いに配慮し合える環境を維持し、否定的な言動を見聞
きした際にはロータリアンらしい対応をお願い致し
ます。ガバナー事務所からのご連絡を後方に掲示して
おりますので、ご確認下さい。宜しくお願い致します。 

 
 

◎委員会報告 

〇ゴルフ同好会            小阪 大輔 
・高槻西 RC より、「2021－2022 年度第 1 回高槻 3RC ゴ
ルフコンペ開催のご案内」が届いております。多数の
皆様のご参加よろしくお願い致します。 

【日 時】2021 年 8 月 19日(木)  
7：50 集合 8：20 スタート 

【場 所】ベニーカントリー倶楽部 
【競 技】18 ホールズ 

ストロークプレー・ダブルペリア方式 

【会 費】10,000 円 

 

 

氏  名 富川 大輔 

生年月日  S48 年 2 月 28 日 

勤 務 先  SMBC 日興証券㈱ 

     高槻支店 

 職業分類   証券取引 

推 薦 者   入谷 治夫  橋本 憲治 

趣  味   映画鑑賞・飲み・資格検定取得 

好きな言葉又は生活信条   

うばい合えば足らぬ 分け合えば余る 

新入会員のご紹介 

氏  名 三井 泰之 

生年月日  S34 年 12 月 5 日 

勤 務 先  高槻市議会議員 

 

職業分類   市議会議員 

推 薦 者   羽根田 茂子  長山 正剛 

趣  味   読書・カラオケ・ウォーキング 

好きな言葉又は生活信条  人生に無駄は無い 

新入会員のご紹介 

氏  名 丹野 亮 

生年月日  S48 年 7 月 7 日 

勤 務 先  丹野亮税理士事務所 

 

職業分類   税理士 

推 薦 者   松下 浩章  飯田 哲久 

趣  味   宴会 

好きな言葉又は生活信条  商売は命がけ 

 

新入会員のご紹介 

 

◎会長退任の挨拶           井前 憲司 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日をもって２０－２１年度高槻 RC の会長退任とな
ります。コロナの中、変則運営にご協力頂きありがとう
ございました。 
 さて、会長を仰せつかって私自身変化していったこと
がありました。それは会長の時間が原則毎週有るという
ことからです。会長として会員に、何をどう発信するか。
能力が少し足りない私にとっては今時の政治家みたい
に、 

◎7/7 卓上花 

スプレーカーネーション 

 ······ 集団美・素朴・熱愛 

ハイブリッドスターチス  

 ······ お茶目 
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  ◎会長就任の挨拶          羽根田 茂子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に、「緊張感を持って」物事を見て、その考えを反芻し、
結果をどう正確に発信していくかを考える訓練の連続
でした。会長の時間の原稿は、週報に掲載され結果的に
ここにアクセスしたすべての方の目に触れることにな
ります。そのため不正確なことやピント外れなことは載
せられません。そのため一つの語句でも納得するまで調
べて書いていく習慣ができました。これは負担ですが、
このことで関心の幅が少し広がっていくきっかけにも
なった気がします。次に、コロナ禍で利用が広がった
WEB 会議等の非対面ミーティングです。次善の策とは
いえ親睦には対面に勝るものはないというのが多分全
員の意見ではないでしょうか。機材が充実して習熟して
いけば印象は変わるかも知れませんが。ワクチン接種が
早期に完了して国民の間で免疫獲得が出来るまでは、し
かしこの方法もやむをえないのでしょう。最後になりま
したが、会員各員のご協力によってこの一年なんとか無
事に過ごすことが出来ました。ありがとうございます。
幹事の内本さん、理事の方々、事務局の三浦さんにも感
謝申し上げます。次年度羽根田会長さんのご活躍を祈念
いたしまして最後の挨拶とさせていただきます。 

 

 

◎幹事退任の挨拶            内本 繁 

 

 

この一年間、井前直前会長はじめ理事・役員の皆様、
会員の皆様、事務局の三浦さんにおかれましては、コロ
ナ禍という特殊な環境下でのクラブ運営ではありまし
たが、ご協力いただきまして本当にありがとうございま
した。 
皆様のおかげで何とか、この一年を終えることができ

ましたことに、心から感謝申し上げます。 
幹事としての責務が全うできたとはいえないと思い

ますが、私自信としましてはたいへん貴重な経験をさせ
ていただいたと思っております。 
幹事退任のご挨拶は先週の週報に掲載していただい

ておりますので、それに替えさせていただきたいと思い
ます。 
新年度が始まっております。 
羽根田会長、河合幹事はじめ、新理事・役員の皆様方

には一年間お世話になりますが、どうぞよろしくお願い
いたします。 
改めまして、この一年間、本当にありがとうございま

した。 
 

本年度の高槻ロ－タラ－クラブの会長を仰せつかり
ました、羽根田でございます。１年間、誠実に勤めをは
たしたいと思っております。どうかよろしくお願いいた
します。 
本年度の初例会に高槻東ロータリ－クラブの寺本会

長様、山西幹事様及び高槻西ロ－タリ－クラブの三好会
長様、ご多忙にもかかわらずお越しいただきまして有難
うございます。 
また、前年度の会長、幹事、理事の皆様、コロナ危機

の中、思うような活動が出来ず苦労の連続でありました
が最後まで粘り強く重責を果たされた事、感謝いたしま
す。本当にお疲れ様でございます。 
本日の初例会に三井様、丹野様、富川様の３名の方が

入会されました。うれしい日となりました。コロナ禍で
オリエンテ－ションは簡単に済ませましたが７月中に
研修委員長を含め担当者から研修の形でロ－タリ－を
学んでもらいます。ロータリ－をよく理解して楽しんで
いただければ幸いです。 
やっとワクチンの本格的な接種が始まりましたが全

国民にいきわたるにはまだ時間がかかる見込みです。コ
ロナ禍で、ロ－タリ－活動を継続するために、今回の例
会から Zoom と実例会を併用したハイブリッド例会をす
ることに致しました。通常の例会が出来るようになる日
まで、皆様と工夫をして活動をしてまいりたいと思いま
す。器材設置にご協力くださいました浜田厚会員、大木
会員、石田会員その他のご協力くださいました皆様、有
難うございます。これからもコロナ以外にも、東海大地
震、気候変動による自然災害による危機に備えるための
危機管理としてのハイブリット方式が必要になると感
じております。 
さて、今年度のＲＩ会長であるインド・カルカッタの

シェカ－ル・メ－タ氏は「奉仕しようみんなの人生を豊
かにするために」をテーマに挙げられました。RI 会長
は目標として 
① 会員を増やしてロ－タリ－の参加基盤を広げるこ

と 
② 世界に奉仕してより大きなインパクトをもたらす

こと 
の二つを挙げられ、この目標を実現するためになすべき
ことは、「もっと行動し、もっと成長すること」とし、
またロータリ－の中核的価値観の一つは多様性であり
今年度は特に女子に焦点をあててほしいとおっしゃい
ました。 
第２６６０地区の地区ビジョンは 

① ＲＩテ－マを理解し、地域の特性に合った活動をす
ることにより具現化すること 

② ロ－タリ－の原点である親睦と職業奉仕を根幹と
し、世界及び地域社会でよい変化を生み出すこと 

③ 世界の未来を担う青少年の活動を支援し、若きリ－
ダ－の育成に努めること 

④ それぞれのクラブが「魅力ある、元気ある、個性あ
る」クラブになること 
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◎幹事就任の挨拶            河合 一人 を目指すとあります。 
第２６６０地区の吉川ガバナ－はＲＩ会長及び地区

ビジョンを踏まえて「基本的教育と識字率向上(教育の
支援)に焦点を当て、社会奉仕、青少年奉仕に積極的に
取り組んでほしいとおっしゃいました。今年度高槻ロ－
タリ－クラブは女性が活躍する、魅力ある、元気ある、
個性あるクラブ造りを重点目標としました。そこで今年
度のテ－マを「女性かがやく高槻ロ－タリ－クラブ」と
しました。 
さて、今年度の高槻ロ－タリ－クラブはコロナ禍に拘

わらず大変忙しい年になります。２つの大きな行事が控
えております。その１つは来年１２月開催予定の地区大
会のホストとしての準備と２年後の当クラブの７０周
年記念事業の準備です。地区大会につきましてはすでに
準備委員会が忙しくされていますが、会員全員で協力を
お願いいたします。全会員が協力して地区大会を成功さ
せることによって、より会員間の結束も強まることでし
ょう。準備の進行状況につきましては、実行委員会から
皆様に報告をしていただき地区との情報を共有するよ
うにいたします。 
今年度、新たに次の 3 つを行いたいと思います。 

① 会員全員が理解し合ってロ－タリ－を学べる楽し
い機会を提供すること 

高槻ロ－タリ－クラブは入会５年以内の会員数の占め
る割合が多くなっています。コロナ禍の影響もあります
が、経験豊かな見識の高い会員との交流の場がなかなか
持てない状況にあります。今年度はすべての会員が交流
する場を作り歴史と伝統を守りつつも新しい価値観を
取り入れて活気あるクラブ、魅力あるクラブを目指しま
す。 
② 高槻ロ－タリ－クラブとして地域社会に根付いた

奉仕活動として、青少年育成に取り組んでいきたい
と思っております。 

子供達は地域の宝であります。青少年育成を重点施策と
することは、ロ－タリ－クラブの認知度を高め、公共イ
メ－ジの向上にもつながると思います。 
③ 女性かがやく高槻ロ－タリ－クラブには現在 7名の

女性会員が在籍していますが、今年度はあと２名の
女性会員の増員をすることを目指します。 

高槻ロ－タリ－クラブは女性の活躍しやすい環境にあ
ると誇りに思います。そのことは男性会員の皆様の品格
の高さを証明するものです。老・壮、青、女性会員のバ
ランスのとれた高槻ロ－タリ－クラブを目指したいと
思います。 
以上３つの目標が達成できますよう努力致します。皆

様、ご協力どうかよろしくお願いいたします。 
 

就任に当たり、ご挨拶を申し上げます｡まず初めに会
員の皆様には､是非ともお願しておきたい事が一つだけ
あります。 
私自身の言葉足らずにより時には誤解を生じさせた

り、私自身が不勉強であるが故に、行き届かない点、延
いてはご迷惑をおかけする事も多々あるのだと思いま
す。 
そこで私からのお願いとなります。幹事として大過な

く務めて行く為にも、会員の皆様から多数の警告（レッ
ドカードやイエローカード)の発行をお願い致します。   
特に耳の痛いご指摘や､お叱り等を数多く頂きなが

ら、また同時に､助言やアドバイスを参考とし、「只々愚
直に取り組んで行けたら」幸いです。来年 6 月末までの
任期となりますので、どうか宜しくご指導下さいます
様、お願い申し上げます。 
それではこれから 1 年間､幹事を務めさせて頂くに当

たり、幾つか想うところがありますので聞いて下さい。 
➢ 感謝の気持ち 
想うところの一つ目は、感謝の気持ちについてです。 
人は、自分が困っている時や辛い時､或いは苦しんで

いる時等に、誰かに手を差し伸べてもらうと、もの凄く
感謝します。 
ところが、順風の時や上手く行っている時等､必ず周

囲で誰かが支えてくれている筈なのに、中々感謝の気持
ちが出て来ません。 
順風の時や上手く行っている時にこそ､支えてくれる

周囲の人達に｢有難い」と言う感謝の気持ちが持てたら、
それは､本当に価値のある素晴らしい事だと思っていま
す。 
私は、高槻ロータリークラブに入会して、今年で 10

年 4 か月になります。これまでの間、例会や親睦行事、
また、各委員会活動や 60 周年記念事業である「高槻ロ
ータリー未来塾｣、そして、65 周年記念行事等、その時々
の活動に於いて、本当に多くの人達に支えて頂きまし
た。これは私にとって、かけがえの無い大切な財産とな
っています。 
そして今年度からは、当クラブの幹事として､会員の

皆様を始め､高槻東・高槻西ロータリークラブの会長・
幹事様や会員の皆様､2022-2023 年度地区常任幹事団の
皆様、ＩＭ2 組各ロータリークラブの会員の皆様等､こ
れからも本当に多くの人達と関りを持ちながら、活動を
して行く事になります。 
大切なのは、周囲の人達への感謝の気持ちだと肝に銘

じておきます。自分が困っている時は勿論の事、特に順
風の時や上手く行っている時にこそ、「ありがとう」と
言える、そんな感謝の気持ちを何よりも大切にしたいと
思いっています。 
➢ 挑戦する勇気 
想うところの二つ目は、挑戦する勇気についてです。 
私達が「物事に挑戦する時」には、必ず小さな失敗を

繰り返します。そして例外なく、それを避けて通る事 
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◎ニコニコ箱報告 
・誕生記念内祝   赤羽君、入谷君、 

長山君（ありがとうございます） 

・入会記念内祝   赤羽君、阿佐部君、藤田君 
飯田君、松下君 
長山君（ありがとうございます） 

大木君 
藤松君、内本君 

・創業記念内祝   西本君（創業記念のお祝頂きありが

とうございます） 
大木君、 

齋藤君（創業記念御祝ありがとうご

ざいます） 
内本君 

・今期 SAA を務めさせていただくことになりました。
スムーズな進行を目指したいと思います。どうぞよ
ろしくお願いいたします。        藤田君 

・羽根田会長、河合幹事、役員の皆様、1 年間宜しく御
願いします。             浜田厚君 

・前年度の会長、幹事、理事の皆様、一年間ありがと
うございました。本年度どうかよろしくお願い致し
ます。                羽根田君 

・富川新会員をお迎えして。羽根田新会長、河合新幹
事本年度宜しくお願いします。井前前会長、内本前
幹事、大変な年になりお疲れ様でした。  橋本君 

・井前前会長ほか前年度の役員の皆様、やるせない一
年でしたが大変ご苦労様でした。羽根田新会長ほか
今年度の役員の皆様、ご苦労様です。コロナ禍だか
らこそできる着実な本道を期待してます。 本多君 

・丹野さん、三井さん、富川さん、高槻 RC 入会おめで
とうございます。            飯田君 

・前年度は充分な奉仕ができませんでした。その分羽
根田年度の理事の皆様の一層の御活躍を祈念して。 

    井前君 
・井前会長、内本幹事、役員・理事の皆様、御苦労様
でした。例会の休会が多く消化不良であったかと思
います。                入谷君 

・優良従業員表彰ありがとうございました。井前前会
長、内本幹事お疲れ様でした。羽根田新会長、河合
新幹事、一年間よろしくお願い致します。 石田君 

 
 

は出来ません。しかし、この小さな失敗を経験する事で
人は大きく成長する｡人は､失敗と成功の粁余曲折の中
から、本当に大切な数多くの事を学び取る筈です。 
大切な事は、失敗を恐れず‘積極果敢に挑戦する勇気，

を持つ事。その挑戦の過程で､仮にそれが上手く行かな
かったとしても､そこから何かを学んで一歩でも前進を
する。 
過去に於いて､数々の偉業を成し遂げた先人達も､例

外なく様々な困難に遭遇しています｡その都度悩み苦し
み､少しずつ前進をし､小さな失敗を繰返しながらも､そ
れを乗越える事で成長し､最終的に大きな偉業を成し遂
げています。 
この先人達を見習い､誰よりも率先して､勇気を出し

て何事にも挑戦して行く事を肝に銘じておきますもそ
して、それを乗越えた経験と、そこから得た学びを今後
の自分の糧とし、今年度のクラブ運営に活かせる様、努
めて行きたいと思っています。 
結びに当たり、7 月 1 日からスタートした 2021-2022

ロータリー年度が例年にも増して、より充実した年とな
る事を心から祈念して､幹事就任のご挨拶とさせて頂き
ます。 

1 年間何かとお世話をお掛けしますが､どうぞ宜しく
ご指導下さいます様、お願い申し上げます。 
 

 

 

・羽根田会長、河合幹事、就任おめでとうございます。  
                     岩井君 
・羽根田会長はじめ理事・役員の皆様よろしくお願い
します。                片山君 

・会員の皆様 1 年間宜しくお願いします。  河合君 
・新年度のはじまりを祝して。       小阪君 
・羽根田会長、河合幹事、この一年間高槻 RC の良き舵
取りをよろしく。            倉本君 

・井前前会長ならびに理事・役員の皆様、コロナ禍で
の一年御苦労様でした。羽根田年度も大変な一年に
なるかと思いますが、頑張っていきたいと思います。
よろしくお願い申し上げます。      松尾君 

・丹野さんようこそ高槻 RC へ。       松下君 
・三井様、丹野様、富川様、高槻ロータリークラブへ
ようこそ‼                長山君 

・羽根田会長、河合幹事をはじめ新年度理事・役員の
皆様一年間よろしくお願いします。前年度、井前会
長、内本幹事一年間お疲れ様でした。ありがとうご
ざいました。              長山君 

・井前前会長、内本前幹事ほか役員の皆様、御苦労様
でした。本年度羽根田会長、河合幹事ほか役員の皆
様、一年間コロナに負けないようガンバッテ下さい。  

                     西田君 
・前会長井前さん、幹事内本さん、並びに役員の皆様、
ご苦労様でした。新会長羽根田さん、幹事河合さん
並びに役員の皆様、がんばって下さい。  清水君 

・本年度クラブ運営の委員長になりました。不慣れで
ご迷惑をかけるかもしれませんが、宜しくお願い致
します。                浦中君 

・羽根田会長、河合幹事はじめ新理事・役員の皆様、
一年間よろしくお願いいたします。    内本君 

・新年度の出発を祝って。3 名の新入会員をお迎え出来
て。                  山口君 

 

              本日の合計   ￥ 200,000-  
    7/1 よりの累計   ￥ 200,000-  
 

◎R 財団への寄付 
浜田 厚男君 ￥ 5,000- 石田 佳弘君 ￥ 5,000- 
河合 一人君 ￥10,000- 倉本  進君 ￥ 5,000- 
松尾  浩君 ￥ 5,000- 西田 直弘君 ￥20,000- 
西本恵美子君 ￥10,000- 浦中 郁文君 ￥ 5,000- 
内本  繁君 ￥ 5,000-  山口  誠君 ￥10,000- 

 
本日の合計   ￥   80,000- 

         7/1 よりの累計   ￥   80,000-     
        年次基金会員より    ￥   80,000- 
           ポリオプラス会員より￥        0- 
           一人当たり平均      ＄15.33 
 
◎米山奨学会への寄付  

井前 憲司君 ￥ 5,000- 石田 佳弘君 ￥ 5,000- 
西田 直弘君 ￥20,000- 内本  繁君 ￥ 5,000- 

 
本日の合計  ￥   35,000- 

          7/1 よりの累計  ￥   35,000-      
                会員より  ￥   35,000-      
               ｸﾗﾌﾞより    ￥       0- 
                  一人当たり平均   ￥     745-    
◎青少年育成基金への寄付 

羽根田茂子君 ￥ 5,000- 井前 憲司君 ￥ 5,000- 
石田 佳弘君 ￥ 5,000- 片山美智子君 ￥ 5,000- 
内本  繁君 ￥ 5,000- 山口  誠君 ￥ 5,000- 

 
本日の合計  ￥   30,000-      

7/1 よりの累計  ￥   30,000- 
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2021-2022 年 度 例 会 プ ロ グ ラ ム 

     

月 日 内  容 例会後の行事 備  考 

7

月 

7 
記念月御祝/会長・幹事退任挨拶 
会長・幹事就任挨拶 

定例理事会   

14 各委員長活動計画発表 決算理事会(持ち回り）   

21 委員会例会 準備委員会   

28 地区大会準備委員会経過報告   ＊クラブ研修委員会 

8

月 

4 記念月御祝/卓話(未定） 定例理事会 会員増強/新クラブ結成推進月間 

11 定款による休会(祝日を含む週）   IAC 海外研修(中止） 

18 卓話（未定）     

25 卓話（未定）   ＊クラブ組織委員会 

備考欄 ＊は当月例会受付担当委員会 


