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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（8/25 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・・・手に手つないで 
◎ 卓話  中西 美代子君 

「 献血の大切さ 」 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3242 回 本日（8/25）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  富川 大輔君 

「 私の履歴書 」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3243 回 次週（9/1）の例会 

先週（8/18）の例会から 

会員数 出席者数 出席率 

50 名 34 名 100 ％ 

前々回例会補正後出席率  77.08 ％ 

但し、 Mup 1 名   欠席者 11 名 

出席規定摘用免除有資格者 2 名 

 

 

 

 

 

8月は会員増強・新クラブ結成推進月間 

◎会長の時間 

 

皆様、ロ－タリ－に入会された動機はなんでしょう
か？私の場合は今から１４年前のことですが、高槻市
で開業を致して居りますと断りきれないの入会の誘い
があります。まあどこかに入らなければいけないかな
と思っていましたが、仕事もあり頻繁に活動に出席で
きないしと躊躇していました。そんな時、高槻ロータ
リークラブは出席を強制されないし派手な行事もない
しと誘われてそれではロータリークラブにしようかと
入会したわけであります。 
入会して数年は例会に出席するのが大変苦痛でし

た。例会場に来まして古参の会員に挨拶を致しまして
も気が付いてもらえないのか半分ほどしか挨拶が返っ
てきません。例会に出席することの意義を見いだせな
いままに日時を過ごしておりました。 
現在、高槻ロ－タリ－クラブには在籍５年以内の会

員が２０名いらっしゃいます。この中に一人でも私の
様な思いをされている方がいるのなら、これからロ－
タリ－を知ってください。ロ－タリクラブはメンバ－
の一人一人が専門性、倫理を重んじる職業人として、
自己及び事業所内の人づくりに努めるとともに、社会
の為に人々の役立に務める活動をする事、そして会員
相互の真の親睦の輪広めることであります。 
従いまして自分を磨きその職業の内外において奉仕

活動を行うことこそがロ－タリ－の金看板であり他の
クラブと違うことです。 
ロ－タリ－の良さを知るために、まずロ－タリ－の

目的を知りましょう。よくわかっているよと思ってお
られる方には、すみません、お聞きください。 

 
ロ－タリ－クラブ定款第５条 目的 

ロ－タリ－の目的は、意議ある事業の基礎として奉
仕の理念を推奨し、これを育むことにある。具体的
には、次の各項を推奨することにある： 
 

 
 

 

 

 

◎ゲスト                  計 1 名 
 
 米山奨学生   劉 陽様 
 
◎出席報告 
・第 2 回定例理事会の決議により、緊急事態宣言等の発
令期間中は、例会への出席義務を免除としております。
これは、感染拡大防止の観点から不要不急の外出の自
粛要請及び会員の健康安全の措置として補足するもの
です。従って、8/18(水)例会出席率は 100％となりま
す。 
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第１ 知り合いを広めることによって奉仕の機会とす
ること； 

第２ 職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はす
べて価値あるものと認識し、社会に奉仕する機
会としてロ－タリアン各自の職業を高潔なもの
とすること； 

第 3 ロータリアン一人一人が、個人として、また事
業および社会生活において、日々、奉仕の理念
を実践すること； 

第 4 奉仕の理想で結ばれた職業人が、世界ネットワ
－クを通じて、国際理解、親善、平和を推進す
ること； 

 
これにつきましていろいろ解説が出ていますので各自

お読みください。 
 
 

◎幹事報告 

・会員の皆様よりご協力いただきました高槻まつり協賛
金￥38,000-を 8/5(木)に振込致しました。皆様ご協力
ありがとうございました。 

・ロータリーの友事務局より「ロータリー日本 100 年史」
をご寄贈いただきました。全国のロータリー事務局へ
寄贈されたそうです。後方テーブルに置いております
ので、皆様ご覧下さい。 

 

 

◎委員会報告 
・本日はございません。 

 

 
◎8/18 卓上花 

・本日はございません。 

 

 

 

氏  名 拝郷 淳弘 

生年月日  S33 年 4 月 16 日 

勤 務 先  ㈱アベストコーポ 

レーション 

 

 

職業分類   ホテル 

推 薦 者   西田 直弘  飯田 哲久 

趣  味   ビリヤード 

好きな言葉又は生活信条   

なんとかなるさと楽観し、 

なんとかなるさと努力する 

新入会員のご紹介 

◎卓話  

「 砕石業の PR 活動 」    光本 智輝 
 
今回の卓話の時間を砕石業の PR に使わせていただき

ます。お聞き苦しい点が多々あるかと思いますが、ご容
赦願います。 
まず砕石とは何かから皆さんに説明させてもらいま

す。街では見かけることがないこの仕事は砕石場で石を
取って何に使っているかという疑問から生まれると思
います。砕石場では山肌を削り発破をかけて直径１ｍ程
の岩の塊を取り出します。その岩をプラント（工場設備）
に投入し機械によって破砕、ふるい分けを繰り返し細か
く直径 1.5 センチぐらいまで砕いて製品にし、主にコン
クリートやアスファルト合材の材料（骨材）として出荷
します。 
コンクリートやアスファルト合材の 6～7 割は骨材で

できています。街を見回してみるとビル、道路、建築物
の基礎（生コン）、駅、病院、学校、高速道路などあら
ゆる建造物に使用されていますので、街の 5 割程度は骨
材で出来ていると考えることもできます。 
砕石の仕事をする上で切っても切れないのが都市開

発です。新しくものをつくるのに砕石がたくさん利用さ
れます。さらに開発が落ち着いた後でもビルの耐震補強
工事や道路のリフレッシュ工事など修理や改修なども
あるため砕石のニーズは様々な機会にあります。 
私は都市開発を進める上で計画を作っていく人間は

とてもすごいと思っています。たくさん汗をかきパワー
を使って試行錯誤の上、綿密な計画を作り上げ街づくり
を進めておられ、大切で大変な仕事であると思います。
そういう計画の中で砕石は街づくりに関して大切な材
料の１つという立ち位置であり、大きな役割を担ってい
ると認識しています。これは自分自身、砕石という仕事
をする上で 1 番誇りに感じるところです。砕石がなけれ
ば道路もできませんし、家もたたないし建物もたちませ
ん。せっかく作り上げた計画を台無しにすることはでき
ません。そういう責任と誇りの元、私たちは毎日山に登
り生産を行っています。 
 

なぜ今、PR が必要なのか。 
砕石はそういった性質上、第一に安定的に供給するこ

とが求められます。そのような中で政府の働き方改革に
よって残業時間の制限が定められ、物理的に生産時間が
短くなってしまい安定供給が危ぶまれています。生産を
維持するためには人数でカバーしていくほかありませ
ん。一刻も早く若い人間の人材確保に動きたいのですが
コロナ禍の例でも分かる通り政府はルールを決めるだ
けで個々の事情に合わせて助けてくれませんので自分
達で何とか人材確保に動くしかありません。 
しかしながら、人材の募集活動をしている上で、砕石

業とはどのようなものかという事をご存知でない方の
ほうが多いのが現状です。20 代の若者に聞いてもこた
えられる人間は 1％もいないかもしれません。街から近
いところに原石山があるわけではないので身近に感じ
られず認知度が極端に低いのです。たいていの場合、大
阪にそんなところがあったの？と言われます。 
そのため、まずは砕石業をたくさんの人に認知してい

ただくことが必要であると感じています。ただ、砕石と
いう仕事を知ってもらうことさえできれば砕石業には
他の業種にも負けない大きな魅力がたくさんあるので
興味を持っていただけるかもしれません。そのことを伝
えるためにいろいろな形で PR を行っています。 
 

PR 活動の例 
私の母校である大阪市立都島工業高校の工場見学。 
積極的に取材依頼を受け入れ、セメント新聞アグリゲ
イトに記事を掲載。 
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砕石業の PR ポイント 
・原石山さえ確保できれば、道路、建物がこの世からな
くならない限り長く続けていける業種である事。（働
く上での安定感） 

・建造物が形に残る事。（道路、高速道路のリフレッシ
ュ工事 ビルの耐震工事 トンネル等） 

・街中では乗れない大きなサイズの重機に乗れる事。 
・重機に乗る仕事だけではなくプラント管理、品質管理
などの繊細な仕事もあるので理系も活躍できる事。 

（発破のダイナミックさや技術者の繊細さなどが混在
しているため、どのようなタイプの人間でも役割が持
てる。） 

 
今後もこのような活動を通じて砕石業の魅力を世間

に出していくと共に自分自身の新たな発見にも役立て
ていきたいと思います。ご清聴ありがとうございまし
た。 
 

◎ニコニコ箱報告 
・入会記念内祝   羽根田君、岩井君 
・卓話を聞いていただいて。       光本君            

 

              本日の合計   ￥  15,000-  
    7/1 よりの累計   ￥ 315,000-  
 

◎R 財団への寄付 
羽根田茂子君 ￥ 5,000- 岩井 祐造君 ￥20,000- 
河合 一人君 ￥10,000- 

 
本日の合計   ￥   35,000- 

         7/1 よりの累計   ￥  180,000-     
        年次基金会員より    ￥  180,000- 
           ポリオプラス会員より￥        0- 
           一人当たり平均      ＄34.50 
 
◎米山奨学会への寄付  

岩井 祐造君 ￥ 5,000- 光本 智輝君 ￥ 5,000-  
 

本日の合計  ￥   10,000- 
          7/1 よりの累計  ￥  177,500-      
                会員より  ￥   60,000-      
               ｸﾗﾌﾞより    ￥ 117,500- 
                  一人当たり平均   ￥   3,777 
 
◎青少年育成基金への寄付 

羽根田茂子君 ￥10,000-  
 

本日の合計  ￥   10,000-      
7/1 よりの累計  ￥   50,000- 

 
 

 

 

 

 

 


