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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（7/21 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・・・我等の生業 

 ◎ 委員会例会 

◎ 例会後の行事 

    地区大会準備委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3238 回 本日（7/21）の例会 

 

 
 
◎ ソング・・・日も風も星も 

 ◎ 地区大会準備委員会経過報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3239 回 次週（7/28）の例会 

先週（7/14）の例会から 

◎ゲスト・ビジター             計 0 名 
 

 ◎出席報告 

会員数 出席者数 出席率 

50 名 42 名 85.71 ％ 

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 

 

 

 

 

 

 

 

◎会長の時間 

 

初めての「会長の時間」として話をさせていただき
ます。なぜ会長の話とか、卓話とか、会長挨拶と言わ
ないで「会長の時間」というのかと言いますと、会長
はただ話をする時間を与えられているのではなく、ク
ラブの活動に関する情報を提供して会員全員で各委
員会が取り組みしているロ－タリ－の情報を共有し
て全員の参加意欲を高めなければならないとされて
います。ロ－タリ－に関しまだ勉強不足の私にとって
大変なお役目をいただきましたが、これから勉強する
いい機会と思い学びながら、会長の時間を務めさせて
いただきます。 
第１回目は、高槻ロ－タリ－クラブのビジョンにつ

いてお話しいたします。２０１７年５月、藤井会員が
会長の時代に川面会員が中長期クラブ戦略委員会の
委員長として高槻ロ－タリ－のあるべき姿として、長
期的ビジョンが定められました。今、私たちはこのビ
ジョンのもと、こうして例会を持ち活動をしていま
す。初の会長の時間に高槻ロ－タリ－クラブのビジョ
ンを再確認する意味で読ませていただきます。 
クラブの長期テ－マは「品格と活気あふれるクラブ

創り」サブテ－マは「クラブを変革させ魅力ある楽し
いクラブに」人格、品格をたかめるとは（戦略委員会
活動の報告を一部引用）説明しますと、ロ－タリ－ク
ラブは、寄付団体や慈善事業団体、ボランテイア団体
でもなく「理論を提唱していくことによって世の為、
人の為に働いていこうという団体」と定義していま
す。言い換えれば、人間をつくる場であって情熱をも
って厳しい試練に身をさらし磨きをかけ人格を形成
する場であります。現代社会は礼節が乱れています。 
 

 

◎米山功労者表彰 

 

井前 憲司君   第 2 回米山功労者 
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仕事が人一倍できても優れた人材とは言えません。その
人の何気ない言動に、人格や品格が現れます。挨拶、約
束、時間厳守など当たり前の礼儀さえ守れないようでは
信用、信頼感を失います。品格とは環境によって形成さ
れるものです。ロ－タリ－会員の皆様も仲間からの影響
を受けながら会員の品格を高めていきます。高槻ロ－タ
リ－クラブだからこそ人を創るクラブとしていきます。
このビジョンは高槻ロ－タリ－クラブが品格を高め格
式を重んじるクラブとしてあり続けるためのものです。
以上が高槻ロ－タリ－の今も引き継いでいるビジョン
です。私も一年間このビジョンのもと務めさせていただ
きます。 
 
報告事項 
６５周年記念事業としまして、青少年育成基金として

積み立て、毎年、優秀な活動をした小、中学生を教育委
員会の紹介を受け表彰してまいりましたが、前年度はコ
ロナ禍で活動が出来ませんでした。又この事業も高槻ロ
－タリ－クラブの中での位置があいまいなものでした
が、今年度は青少年育成基金委員会として、常任委員会
とは別の組織として存在することとしました。そして新
たに高槻市少年少女ジュニアバンドの支援と交流を事
業の一つに加えました。高槻少年少女ジュニアバンドに
つきまして説明いたします。高槻市の小学生以下の児童
生徒が音楽を通し交流し、成長することを目的とし６２
年の歴史を持つ吹奏楽団です。当初は高槻市の補助金で
運営しておりましたが市の方針に変更があり昨年から
補助金もなくコロナ禍で運営が苦しい状況にあり子供
達の母親から支援の申し出がありました。活動状況、会
計等調べまして、健全な活動をしていると認識しまさに
当クラブの青少年育成事業に相応しいと判断し、支援す
ることといたしました。単なる支援に限らずクリスマス
家族例会、バ－ベキュ－には演奏してもらい一緒に楽し
んだり、子供達との交流も行いわくわくする楽しい事業
にしていきたいと思います。 

以上 

 
 

◎幹事報告 
・7 月中の例会は、Zoom と実例会を併用したハイブリッ

ド例会での開催となります。お席の準備などございま
すので、下記の場合は事前に事務局へご連絡下さい。
宜しくお願い致します。 
①実例会、ZOOM のどちらも欠席される場合 
②ZOOM で参加される場合（実例会には来ない） 
＊Zoom で例会にご出席される場合でも、ロータリー
バッジとジャケットは必ず着用頂きますようお願
い致します。 

・ガバナー事務所より「地区ホームページ閲覧用パスワ
ードのご連絡」が届いております。本年度より、地区
ホームページで掲載する内容は、①一般の方を含め全
ての皆様に情報を提供するページ、②地区内の会員の
皆様を対象に情報を提供するページの２つに区分し
情報提供を行っていく事になりました。このため②へ
のアクセスを制限する為パスワードを設定致しまし
た。パスワードは第三者に公開したり、パスワードで
保護されたページに記載の内容は第三者に公開しな
いようお願い致します。本日例会ポケットにパスワー
ドが掲載された地区からのご連絡を配布しておりま
すが、実例会に参加されていない会員もいらっしゃい
ますので、本日メールにて再度ご連絡致します。ご確
認いただきますようお願い致します。宜しくお願い致
します。 

 

 

 

 

 

 

◎7/14 卓上花 
 
オレンジのカーネーション 

 ······ 純粋な愛 
ピンクのカーネーション 

 ······ 温かい心 
紫のカーネーション 

 ······ 誇り 
グレープフルーツミント 

 ······ 美徳 

・高槻まつり振興会より「第 52 回市民フェスタ高槻ま
つり協賛のお願い」が届いております。昨年は新型コ
ロナウイルス感染拡大の影響を受け「おうちで高槻ま
つり」のテーマで 1 時間の番組を制作し放送致しまし
た。今年度は規模を縮小し「小さな高槻まつり」とし
て開催致します。回覧を回します。お 1 人様￥1,000-
以上のご協力をお願いいたします。 

・新入会員の選考についてご報告申し上げます。新入会
予定者は拝郷 淳弘氏、推薦者は西田会員・飯田会員
です。選考についての書類をお配りしておりますの
で、本日より 1 週間以内に選考をお願い申し上げま
す。 

 
 
◎委員会報告 
・本日はございません。 
 
 

◎2020-2021 年度決算理事会の報告 
2020-2021 年度 会長 井前 憲司 

 

高槻ロータリークラブ 2020～2021 年度の収支決算に
つきご説明いたします。 
本件は、去る 7 月 7 日(水)に私、井前と内本直前幹事、

大木直前会計と当年度の羽根田会長、河合幹事、山室会
計により決算内容について事前協議し、その結果を 8 日
にメールによる持回り決算理事会を実施し承認を得た
ものです。 
 

＊クラブ運営会計 
収入計 15,245,449 円 、支出計 8,800,781 円差し引き 
6,444,668 円を次年度に繰越しました。支出計の
8,800,781 円の内、特別費として 1,000,000 円を予算
通り、周年事業積立に繰入れを行いました。 

＊慈善活動会計 
収入計 2,028,608 円、支出計 1,080,956 円差し引き 
947,652 円を次年度に繰越しました。支出計の
1,080,956 円の内、特別費として 500,000 円を予算通
り、奉仕事業積立に繰入れを行いました。 
 
なお、次年度に繰り越された繰越金の使途は、羽根田

年度で協議していただくことになりますので、よろしく
お願いいたします。 
この決算内容は 2021～2022 年度クラブ概況報告書に

掲載いたしますので、ご確認をお願いいたします。 
以上、2020～2021 年度の収支決算報告です。よろし

くお願いいたします。 
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  ◎委員会活動計画発表 
〇SAA                 藤田 貴子 
・スムーズな例会運営の心掛け、ニコニコ他ドネーショ

ンをお出しいただきやすい雰囲気作りを励行してま
いります。 

 
〇クラブ運営委員会       委員長 浦中 郁文 
●親睦活動 
【毎月行事】 
・誕生記念、結婚記念、入会記念の披露とお祝い 
【年間行事】 
・できるだけ多くの会員が参加できるような行事を企画

し、会員相互の親睦と併せて、家族も楽しめる行事を
行う 

  ・夏秋の親睦行事 ・・ BBQ 
  ・冬の親睦行事 ・・・ 忘年家族例会  
  ・春の親睦行事 ・・・ 観桜会 
  ・その他の行事 ・・・ 新入会員歓迎会（随時） 
●プログラム 
【委員会例会】 
・委員会テーマの共有と活動促進のため年３回ぐらい行   
 う 
【卓話】 
・市長、警察署長、消防署長などの公共関係者の外部卓
話を行う 

・地区公共イメージ向上委員会による外部卓話の依頼 
・各委員会の活動報告 
（国際大会、海外クラブ訪問、ＩＡＣ、いのちキラキ
ラ等） 

・全会員が卓話を行うように構成する 
●会報・広報 
・週報は引き続きメール配信(希望者にはペーパーで配
布) 

・クラブの活動を広報するため、委員会活動やイベント、
例会風景などをＨＰにアップする 

・マイロータリーの登録率目標 85％ 
 
〇クラブ組織委員会       委員長 松下 浩章 
・今年度の増強計画は、現在の会員数から純増５名を目

標とする。 
・魅力あるクラブ作りこそが、会員拡大、増強の最大の
要であることを認識し、会員一人ひとりが増強に取り
組む雰囲気を醸成する。 

・入会希望者への迅速なフォロー（対応） 
・退会者防止の強化 
・幅広い職種への拡大（年齢、職種を問わない） 
1.会員増強会議（年 3 回目標） 
  理事及び各委員会１名以上の出席要請 
  会員全員の増強に対するテンションを上げる 
  退会者防止の為、在籍メンバーに対するフォローに

も努める 
2.二人三脚例会開催（外部卓話） 
3.入会向け資料（事務局に有る在庫を使用） 
 

 

〇クラブ研修委員会      委員長 西田 直弘 
●R 情報・雑誌 
・「ロータリーの友」を活用し、クラブの活性・ロータ
リーの意識向上の為の情報提供をする。 

・「ロータリーの友」毎月発行時に重要事項に関し、随
時情報説明を行う。 

●研修 
・情報集会を、3～4 ヶ月に 1 回開催し、クラブが現在
直面している課題を取り上げ、クラブ活動への理解
を深める。 

・ロータリーに関する様々な情報や知識を提供し、ク
ラブの活性化を図ると共に、今後変化して行く状況
を考慮し、あるべき姿を考える。 

・RI や地区の提唱する事をクラブ内に周知するととも
に、クラブの役員や理事会メンバーと連絡を密にし、
活気あるクラブ運営への援助に努める。 

・夜の親睦会は、新入会員歓迎会を兼ねる。(クラブ運
営と共催で） 

●規定 
・国際ロータリーの規定・規約の改定が行われた時、
これに適応する。また、変更事項を会員に周知する。 

 
〇職業奉仕委員会       委員長 藤松 功治 

1.創業記念月の御祝い（毎月） 

2.職場見学又は外部卓話 

3.優良従業員表彰 

 

〇社会奉仕委員会       委員長 篠原 光子 
1.献血活動への協力 

11 月ごろと 3 月ごろ 
・献血活動を行うことで多くの人を助ける。 
・医療技術が進歩した現在においても血液を人工的に
作り出すことは難しく、その不足は輸血を待つ方々
に大きく影響する。 

・安定した輸血用血液の確保のため、ぜひ皆様にご参
加とご協力をお願いする。 

2.いのちキラキラ食栽活動 
通年 

・高槻市立幼稚園において母と子が一緒に自己管理し
て、一鉢の野菜を土づくりから種植え、毎日の水や
り、 日々の観察を通してお互いに野菜の成長を楽
しみながら、写生し、記録し、収穫して、その「い
のち」を園や家庭で味わう等の「いのちキラキラ食
栽活動」を今年度も継続事業として推進する。 

3.高槻シィーハーフマラソン支援活動 
・ポイントスタッフとしてコース上の警備及び負傷者
の救援並びに清掃活動を行う。 

 

〇国際奉仕委員会       委員長 飯田 哲久 
●国際交流 
・友好クラブ、ブキビンタン RC、トゥーンバ RC との更

なる交流の維持。 
・国際大会（アメリカ・ヒューストン）への参加要請。 
・ポリオ撲滅への協力：１人あたり＄50 以上の寄付を
呼びかける。 

●R 財団 
・R 財団への理解を即す：１人あたり＄150 以上の寄付

を呼びかける。 
●米山奨学 
・米山記念奨学会の活動を PR して、1 人あたり 30,000

円以上の寄付を呼びかける。 
・2020 年 4 月より受け入れている米山奨学生、劉陽さ
んを継続して受け入れる。（2021 年 9 月 30 日迄） 
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◎ニコニコ箱報告 
・羽根田年度の実質的なスタートです。宜しく御指導
お願い致します。             井前君 

・羽根田年度のスタートを祝して！      伊藤君 
・井前会長年度の皆様お疲れ様でした。    伊藤君 
・羽根田会長、河合幹事、新しい理事・役員の方、今
年一年よろしくお願いします。       中西君 

 

              本日の合計   ￥  20,000-  
    7/1 よりの累計   ￥ 220,000-  
 

◎R 財団への寄付 
河合 一人君 ￥10,000-  

 
本日の合計   ￥   10,000- 

         7/1 よりの累計   ￥   90,000-     
        年次基金会員より    ￥   90,000- 
           ポリオプラス会員より￥        0- 
           一人当たり平均      ＄17.25 
 
◎米山奨学会への寄付  

井前 憲司君 ￥ 5,000-  
 

本日の合計  ￥    5,000- 
          7/1 よりの累計  ￥  157,500-      
                会員より  ￥   40,000-      
               ｸﾗﾌﾞより    ￥ 117,500- 
                  一人当たり平均   ￥   3,351-  
   
◎青少年育成基金への寄付 

 
本日の合計  ￥        0-      

7/1 よりの累計  ￥   30,000- 
 
 

 

 

 

 

〇青少年奉仕委員会      委員長 浜田 厚男 
1.学校と連携を図り、高槻中学 高等学校インターアク
トクラブを支援サポートしていきます。 
特に地区が主催する行事に当委員会メンバーが参加
するとともに、 インターアクトクラブの例会や活動
にロータリーメンバーの参加を促し必要に応じて適
宜アドバイスを行うなどして、活動がスムーズに運営
されるように努めます。 

⑴地区インターアクトクラブの主な年間行事予定 
2021. 8 海外研修を予定していたが､コロナ禍のた

め中止 
 2021. 8 クラブ青少年奉仕合同委員会会議 
 2021.11 年次大会 
 2022. 3 活動報告書『スクラム』発行 
 2022. 6 新入生歓迎会 
⑵高槻中学校・高等学校インターアクトクラブの例会 
 毎週木曜日 15:30〜16:30 に年数回参加する。  
⑶当クラブの社会奉仕事業に内容に応じてインターア
クトクラブが参加し活動できるように配慮する。 

2.高槻中学校・高等学校インターアクトクラブが行う事
業において､協力等があれば適時参加協力する。 

3.従来通り関西大学・大阪医科薬科大学医工薬連環科学
教育研究機構の小・中学校の「自由研究コンテスト」
への支援をします。 

 

 


