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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 
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◎ 卓話  山室 匡史君 

「 法律家から見たハラスメント 」 
◎ 例会前の行事 
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第 3248 回 本日（10/13）の例会 

 

 
 

ガバナー公式訪問 
 

◎ ソング・・・我等の生業 
◎ 卓話  国際ロータリー第 2660 地区   

ガバナー 吉川 秀隆様 
◎ 例会後の行事 

地区大会準備委員会 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3249 回 次週（10/20）の例会 

先週（10/6）の例会から 

会員数 出席者数 出席率 

50 名 45 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 3 名 

 

 

 

 

 

 

10月は地域社会の経済発展月間・米山月間 

◎ゲスト                       計 1 名 
 

国際ロータリー第 2660 地区 IM 第 2 組  
ガバナー補佐  茶橋 和夫様 摂津 RC 

 
◎出席報告 
・10/6(水)は例会への出席義務を免除としております。
従って、10/6(水)例会出席率は 100％となります。 

◎会長の時間 

 

今日は茶橋ガバナ－補佐、お越しいただきまして有
難うございます。例会後に開催いたしますクラブ協議
会でのご指導よろしくお願いいたします。 
 今回のクラブ協議会は 10 月 20 日の吉川ガバナ－の
公式訪問を控えましてガバナ－補佐に当クラブの活動
等を報告する協議会であります。各担当委員長らが報
告いたしますが、改めて活動方針等、お互い確認しあ
う良い機会でもありますしご指導頂けることでしょう
からクラブにおいても有意義な協議会になると思いま
す。 
さて 10 月は「地域社会の経済発展月間」と日本独自

の「米山月間」であります。「経済と地域社会の発展」
はその名の通り経済と地域社会の発展について考え学
ぶことで、目的は貧困地域の経済発展に従事する専門
職業人への奨学金支援が主なものです。国連は 2020 年
新型コロナウイルスの影響により世界の飢餓状態が劇
的に悪化したと発表しました。まだ正確な数字ではあ
りませんが 2020 年には世界人口の 10 人に 1 人にあた
る最大 8 億 1,100 万人が飢餓に苦しんでいると推定さ
れます。この数字は前年度 2019 年の 7 億 2,040 万人に
比べますと 9,060 万人も増加しております。私たちロ
ータリアンは財団への善意の寄付によって貧困層に良
質な支援を行っています。 
次に米山記念奨学事業は、皆様ご存知のようにロ－

タリ－の父と呼ばれた故米山梅吉氏が亡くなって 1952
年に東京ロ－タリ－クラブがその功績を記念して発足
いたしました。ロ－タリ－米山記念奨学金は、勉学、
研究を志して日本に在留している外国人留学生にロー
タリアンの寄付金を支給して支援する民間で最大の奨
学団体です。米山記念奨学事業の特色は奨学生にカウ
ンセラーが付き心の通った支援を行うところです。 
 高槻ロ－タリ－クラブでは中国からの留学生劉さん
を受け入れて１年半支援を続け先月９月に支援期間が
お 
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おりましたので、大きな施設を予約しておりました。
しかしコロナの感染状況が変わり日帰りへ変更致しま
した。ところがさらにコロナの感染状況が変わり結局
オンライン開催となりました。当クラブの実行委員長
の苦労は大変なものでした。今年度の秋のライラは年
齢制限もございませんし登録料は無料ですので、地区
のホームページ上から参加 URL を取得して頂き、多
数の皆様のご参加をお願い致します。摂津 RC の一会
員としてのお願いであります。コロナ禍で例会のビジ
ター受付も各クラブよって違いますので、PR 活動が行
き届かない点がございますので、そういう意味でも高
槻 RC の皆様にお願いをする次第でございます。 

例会後のクラブ協議会でお話を聞かせて頂きますの
で、挨拶はこれで終わりとさせていただきます。あり
がとうございました。 

 

 

◎幹事報告 

・10 月ロータリーレート 1 ドル：112 円 

・ロータリー財団への寄付金￥285,000－、米山奨学会
への寄付金￥90,000－を 9/30(木)に振込致しまし
た。皆様ご協力ありがとございました。 

・「国際ロータリー第 2660 地区 2021-22 年度地区大会
のご案内」が届いております。例会ポケットにチラ
シを入れております。コロナ収束がはっきりと見え
ない状況下ではありますが、ワクチン接種も進み緊
急事態宣言も解除となる等 2 年ぶりに対面開催でき
るものとして会員の皆様をお迎えすべく鋭意準備を
進めております。現地参加に不安を感じられる方に
は、オンライン配信（コンサートは除く）も予定し
ておりますので、会員の皆様はもとよりご家族の皆
様のご参加宜しくお願い致します。回覧を回します
ので、出欠をご記入頂きますようお願い致します。 

【日  時】12 月 3 日(金) 
 13：00 開会 17：20 閉会 

【会  場】大阪国際会議場 5 階メインホール 
【登 録 料】会 員：クラブ負担 

ご家族：無料 
【プログラム 】13：00     開会 

13：10～14：20 式典第一部 
      14：25～14：55 式典第二部 
      15：00～    特別講演 
      16：40～    特別コンサート 
      17：20     閉会 
・例年地区大会終了後に懇親会を開催しております
が、コロナの状況の先行きが見えない為決まり次第
改めてご案内させていただきます。 

 
 

◎委員会報告 
〇国際奉仕委員会            飯田 哲久 
・米山奨学会「2021-22 年度ロータリー米山記念奨学
事業豆辞典」が届いております。例会ポケットへ配
布しております。宜しくお願い致します。 

 
〇ゴルフ同好会             浦中 郁文 
・高槻東 RC より、「2021－2022 年度第 2 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 11 月 13日(土)  
8：40 集合 9：00IN 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 

 

 

 

終わったばかりです。最後、お別れの日にカウンセラ
ーの篠原会員、指導教官の奥村先生、劉さんと私でお
食事の機会を持ちました。コロナ禍でほかの会員との
充分な交流が持てなかったことは残念な気がいたしま
す。しかし、指導教官から本物の大人と交流する機会
がない留学生にとって米山奨学金のカウンセラー制度
は他と違う素晴らしい制度だと言われました。奨学生
とロータリアンとの温かい交流は国を超えた信頼関係
を築き、世界の平和の種子をまくという米山奨学金事
業の使命ですが、今年度の篠原会員と劉さんとの交流
は充分その目的を果たしたと思います。 
 
 

◎国際ロータリー第 2660 地区 2021-2022 年度 

IM 第 2 組ガバナー補佐 茶橋 和夫様 

 

 緊急事態宣言も解除され、これからクラブの例会も
ほとんどのクラブが対面での例会に戻ってまいりま
す。ロータリーの大きな柱の一つとして親睦がござい
ますが、緊急事態宣言中は対面での例会が出来ないこ
とがほとんどでした。そんな中でオンラインを併用し
た例会を相当数のクラブが実施されておりますが、ど
うしてもやはりお互いの顔の表情を見ながらお話した
りお話を聞いたりする事と、画面を通してお顔を見る
という事とでは人間関係の気迫の度合いが違います。
他のクラブでは“コロナ禍ではこの際例会に行っても
行かなくても変わらないから”ということで退会され
る方もおられました。そんな中でこうして対面での例
会が実施されていくということは、本来のロータリー
活動に戻っていくという事ですので大変楽しみであり
ます。 

本日は伝統ある高槻 RC のクラブ協議会に参加させ
て頂くべく IM 第 2 組のガバナー補佐として寄せて頂
きました。今年度のシェカール・メータ RI 会長の大き
なテーマは「奉仕しよう みんなの人生を豊かにする
ために」というとても大きなテーマです。私もロータ
リーに入会して今年度で 32 年目になります。当初まだ
創立間もない 43 歳で入会し、何も知らないままの入会
致しましたので、ネクタイをして昼食を食べに行くこ
も知りませんでした。あわや出席率が悪いのでクビに
なりかかったこともあります。しかしながら皆様もご
承知の通りロータリーの大きな魅力は、奉仕をするこ
とによってその喜びを感じたり、奉仕をさせてもらえ
る環境に自分がいるという事に感謝をする感動と喜び
があります。そういう意味では入会歴の浅い会員の皆
様にこの感動と喜びを一日でも早く味わっていただき
たいなという思いであります。 
 実は今年の秋のライラの主幹は摂津 RC でありま
す。私は IM 第 2 組のガバナー補佐を務めさせていた
だいておりますが、摂津 RC の一会員であります。コ
ロナの影響で今年の秋のライラは計画が二転三転致し
ました。当初は通常通り 2 泊 3 日での開催を予定して
お 
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アベストコーポレーションの拝郷でございます。こ
の度、伝統と歴史ある高槻ロータリークラブに阿佐部
の後任として８月より入会させて頂きました。光栄な
想いと私の様な者でいいのかと不安でいっぱいでし
た。今回『私の履歴書』という内容で貴重なお時間を
いただきお話をさせていただきますが、上席の阿佐部
より各先輩方の心に残る様な話をしなければいけない
とプレッシャーをかけられました。大したお話は出来
ませんが、ありのままの自分をさらけ出そうと思いま
す。よろしくお願いいたします。 
私は昭和 33 年に大阪市福島区で３人兄弟の長男とし

て生まれました。拝郷という名前についてすこしお話
をさせていただきます。親父がよく拝郷は吉川英治書
の太閤記に出てくる戦国武将だったと言ってました。
自分でもあまりいない名前という意識から調べた事が
あります。織田信長に仕え後に柴田勝家の副将として
活躍した拝郷 家嘉（はいごう いえよし）という戦国
武将がいたそうです。泣く子も拝郷の名前を聞くと泣
き止む程の猛将であったそうです。あの子連れ狼の拝
一刀は家慶のひ孫との設定だそうです。なんの根拠も
なく同じ苗字という事でご先祖ではないかと勝手に思
っておりました。名刺交換などの際に拝郷という名前
を聞きますといつも珍しい名前やねとか言われます
が、実は 100 円ショップの Daiso でハンコが売ってい
ます。有難い事にいつも売れ残ってます。 
幼稚園に入る前に大阪市の港区に引っ越しました。

幼稚園の頃はガキ大将にいじめられてましたので、い
つも早く先生来ないかな～と思っていました。集合写
真はどれも泣きそうな顔ばかりでした。猛将の子孫と
いう要素は微塵もありませんでした。運動会でもいつ
も３位でした。なんの取り柄も無い、本当に目立たな
い子供でした。中学は市立港中学校に行きました。『ア
ホの坂田』の坂田利夫さんが出た学校です。高校は間
寛平さんが出た高校です。どれだけエリート街道をす
すんできたか想像できると思います。 
私の母の口癖が『心に太陽を持て、唇に歌を持て』

でした。歌が好きでいつも家事をしながら水前寺清子
の歌を歌ってました。母の影響か私も歌が好きで、新
御三家の郷ひろみ、野口五郎、西城秀樹に憧れて歌手
になりたいと思っていました。高校２年の夏休みには
友達と東京に行き、当時西城秀樹や岩崎ひろみが所属
していた芸映プロダクションに歌手になりたいと売り
込みに行った事もありました。『オーディション番組を
受けなさい』と門前払いにあい、その後、ヤングタウ
ンというラジオ番組のヤンタン歌謡選手権に出たり、
森昌子などが出たスター誕生のオーディションを受け
ました。予選の時は、600 人ほど来ていましたので、
その前で歌いました。秒殺でした。同じ日に後の石野
真子さんも来ていました。合格していました。石野真
子はデビューしてからは３枚目的なイメージでした
が、オーディションの時は、それこそ後光が差すとい
う表現がぴったりなくらいひと際、光輝いてました。 

その後、知らないと思いますが岡田奈々が出た『あな
たをスターに！』という番組オーディションでは書類
審査に合格し、福島の朝日放送での一次予選、二次予
選、最終予選を勝ち抜き、東京での番組出演が決定し
ました。友達や親戚に知らせ、衣装まで作りました
が、いつまで経っても番組出演の日程の連絡がありま
せん。しびれを切らして連絡したら番組の終了が決定
したとの事。『私はどうなるんでしょうか？』聞きまし
た。『また他の番組に挑戦して下さい』の一言で夢が終
わってしまいました。実は自分でも自分の実力はわか
っていましたので歌手への夢はその時に諦めました。 
高校を出たあとは大学に行かず、住み込みで東大阪

市の下小阪にある『エレガンス』という美容室で働き
ました。今の私を見て信じてもらえないかもしれませ
んが・・・。唯一男性の先輩美容師がいて、その方が
おかまみたいだったので、このまま続けたら自分もあ
あなってしまうんじゃないかと悲観して１年くらいで
やめてしまいました。ただ普通のサラリーマンにはな
りたくないという安易な気持ちでの美容師でしたので
簡単に尻を割ってしました。その後、地元の塗料販売
店で塗料の配達の仕事をしていました。港区には小さ
な造船所や自動車整備工場が多かったので、20 ㎏の錆
止めや自動車修理用の塗料などを運んだりしていまし
た。休みにはサーフィンに明け暮れるという生活でし
た。肩迄髪を伸ばし見た目は乞食みたいでした。髪の
毛の話は信じてもらえないと思いますが・・・。なん
のプレッシャーも無い楽な仕事でしたが、給料もそれ
にともなって安くて給料日前はいつもピイピイ言って
ました。 
22 歳の時に会社から献血にいきました。そこで肝臓

の数値に異常があるので病院で診察を受けるように連
絡がありました。たしかに当時の私はどんなに重いも
のをたくさん運んでも疲れ知らずの無尽蔵なスタミナ
の持ち主でしたが、まるでマラソンのあとのようなし
んどさに襲われたのを感じていた時でした。平均 40 以
下である GOT/GPT という数値が 80 でしたが、町医者で
１週間点滴を受けてもどんどん数値が上がり 400 にな
ったので阿倍野の市大病院に紹介状を書いてもらい、
行きました。病院では待合室で座っているのもしんど
く、診察して車椅子に乗せられ即入院となりました。
HBS 抗原陽性 B 型肝炎と診断されました。入院してすぐ
の検査では 1500 まで数値が上がっていました。３ヵ月
入院して３ヵ月自宅療養して復帰して１ヵ月でまた８
か月入院。延べ 1 年１ヵ月入院しました。２回目の入
院の時ですが、その頃インターフェロンという薬が出
始めで、主治医から『今はまだ保険が効かず１本 300
万するがこの書類にサインしてくれたら無料で受けれ
る』と言われました。いわゆるモルモット替わりで
す。１ヵ月打たないといけないとの事で、9,000 万で
す。当時の 9,000 万ですから、今なら億を超えると思
います。私は 20 代前半で億万長者でなく億万注射をし
た男です。その後、退院して少しずつ社会復帰しまし
た。 
28 歳の時に今の奥さんに出会いました。彼女は２つ

下の 26 歳、女性の 26 歳と言えば当時は周りからも
『いつ結婚する』のとやいやい言われる時代です。付
き合って３年がたった時、彼女から『いったい私の事
どう考えてるの』と言われました。『1 年待ってくれ、
１年経ったら男としてけじめをつける』その後１年間
彼女は何も言いませんでした。１年後『どうなった
ん？貯金は？』と聞かれました。私は『貯金５万
円・・・』と言いました。『はぁ？もう別れるわ！信じ
た自分が馬鹿やった！』と泣かれました。今の仕事は
自分は楽ですが、給料が低く貯金など到底出来ませ
ん。彼女が笑えるように自分が泣くくらいの想いをし
な 

◎卓話   「 私の履歴書 」     拝郷 淳弘 

 

 

 



4 

 

 

  

なければと妻がキレてくれて初めて気付けました。私
はやっと転職を考えました。遅いちゅうねんという突
っ込みが聞こえます。身体が健康なら佐川急便とかで
稼ぐ方法もありますが、重労働は無理でしたので、口
を使うしかないとヤマヒサという住宅設備の会社に行
きました。サンルームやカーポート、お風呂を訪問販
売で売る会社で、２週間で 50％は辞めると入社説明会
で聞かされました。根性無いなら今すぐ辞退しろと。
私は本町にある大阪中央支店に配属されました。初日
に先輩とある地区の長屋の入口に立ちました。先輩か
ら『お前はこっち、俺はこっちから行くぞ』と言われ、
『何をするんですか？』と聞きました。『訪問販売やか 
ら順番に声を掛けて売るんや！』と。はじめはベルを
押すのも怖かったです。門前払いの連続です。現場出
発の前にみんなの前で先輩がお客様となりロープレを
させられます。実際の営業活動時、録音テープを持た
されどんなトークをしてるのかチェックされたりしま
した。本当に辛かったです。自分も 2 週間で辞める部
類に入るのかと思いました。しかし結婚資金を貯めな
くてはいけません。彼女を４年も待たしてました。し
っぽ巻いて逃げれません。その後、システムバス販売
で支店の新記録を作る事が出来ました。なぜそんなに
売れるのかと。岡山支店からのオファーで支店に行っ
てロープレを営業マンの前でさせられた事もありまし
た。特にすごいトークがあったわけではありません。
ただ当時の私は年配の女性の母性本能をくすぐる魅力
があったのかすごく可愛がられましたのでとりあえず
話を聞いてもらえたのが良かったと思います。しかし
成績には波がありました。完全歩合制ですので、新記
録を作った時は 100 万円以上もらえましたが、朝から
晩まで休みなく働いて手取り８万円という月もありま
した。自分の好不調でこんなに給料が変われば家庭の
安定は無いと退職しました。彼女から『いくら貯まっ
た？』私『150 万』彼女『努力は認める、しかしもう待
てん、私のお金で結婚しよう』彼女は 31 歳になってい
ました。今年の５月で結婚生活 30 年を迎えましたが当
然今も頭があがらないのはいうまでもありません。 
そのあとに就職した不動産会社に弊社の社長の松山

と阿佐部が先輩としていました。松山も阿佐部も尊敬
出来るすごい先輩でした。その会社は自己啓発の研修
に力を入れておりました。富士宮市で行われる管理者
養成学校『地獄の訓練 13 日研修』にもたくさんの先輩
が行ってました。いつも好成績で。佐川急便とその会
社は審査が厳しめになるというくらいでした。先輩方
の最高成績が２位卒業でした。脱走する人間もおり、
卒業するのさえ難しいと言われてました。正直行きた
くなかったです。しかしついに順番が回ってきます。
部下９人と行ってこいと命令が下ります。しかもその
機に部長に昇進しました。賞金として 10 万円を全体朝
礼でもらいました。部長としてみんなを引っ張って来
いと。研修費が一人 30 万以上しますので 300 万の経費
がかかっています。決意表明もさせられました。 
いつもなら『部長に昇格したで』と妻に喜んで電話

する所でしたが、その時はすごいプレッシャーで妻に
は何もいわずに研修に行きました。大袈裟ですが、主
席卒業出来なければ富士の樹海で死んでくるくらいの
覚悟でした。４月でしたが、弱い自分に負けないよう
に毎日風呂で水を被りました。13 日を終え、全国から
集まった管理者 120 名の中でなんとか悲願の主席で卒
業する事が出来ました。今ではその研修のあり方が問
題視される事もありますが、自分をとことん追い込ん
で無理だと思ってた目標を達成出来た事は勉強になり
ました。競争ではいつも３位だった自分が初めて１位
をとった瞬間でした。 
その後、不動産事業が右肩下がりで、新規事業とし

て 

てパチンコ店運営を始める事になり、３名が選ばれそ
れぞれ別のパチンコ店に１ヵ月間修行に行く事になり
ました。私もその一人で天満の『大阪ホール』という
あくの強い店に派遣されました。パンチパーマの店員
がお客様より偉そうでサービス業とはほど遠い博打場
でした。お客様の玉を運んでいたら『甘やかすな！自
分で運ばせろ』と怒られました。拾得金を届けると拝
郷君が来て拾得金が増えたなぁと事務長から言われま
した。誰も届けず自分の物にしていただけでした。機
械の事も一切教えてくれず、意地悪されました。 
そんな状況ですのでパチンコ店をオープンしたあと

も機械トラブルはその場でメーカーに電話して聞きな
がら対応しました。最初は先輩が店長・副店長で、そ
の下からのスタートでしたが、最終的には４店舗に増
え総店長になり釘も叩いておりました。常連さんから
事務所にスイッチがあり出したり止めたり出来るんや
ろう。何千万も動く商売が時の運とか絶対ありえへ
ん。ばらしたら海に沈めるぞとか口止めされてるんや
ろうと言われました。そんな事はありません。新台オ
ープンの時はある程度出ないとお客様がついてきませ
ん。しかし何故か釘を開けても出ない時があります。
社長からはどうなってるんやとやいやい言われます。
もう出てくれ出てくれと手を合わせて拝みました。当
時店長が拉致されて金庫をあけさせられ何千万も取ら
れた事件が相次いでいました。私の店は用心の為、二
人いないと金庫を開ける事が出来ませんでした。そう
なると殺されますので、拉致されそうになったら戦う
しかありません。私も防弾チョッキを妻と見に行った
事があります。防弾、防刃、防打の機能がついて 28 万
でした。妻は高いと言いませんでした。ただ頭を撃た
れたら一緒やから考えようかとなり、買いませんでし
た。仕事の帰りはいつも特色警棒を手に持ってキョロ
キョロしながら家に帰ってました。 

弊社アベストコーポレーションは尊敬する先輩であ
る松山英樹が独立して立ち上げた会社です。私は松山
英樹の元で働きたいと希望を出し入社させてもらいま
した。入社して最初に配属されたのはシニア事業部で
した。高齢者施設を運営しておりましたので、私もヘ
ルパー免許をとりました。現在本社機能のある神戸ポ
ートタワーホテルを神戸市から運営を任されるのを機
にホテル事業部に配属になり立上げに参加しました。
その後、長野、目黒のホテルの立ち上げを行いまし
た。新しい試みとして神戸ポートタワーホテルのワン
フロアを中長期滞在型シニアホテルにし、最上階のレ
ストランスペースが昼間使ってなかったのでそこでデ
イサービスを始めるにあたりシニア事業部に戻りまし
た。デイサービスの盛り上げを任され送迎も行いまし
た。話題性を出す為、UCC に修行に行き、コーヒーマス
ターとして利用者にコーヒーを振る舞いました。全国
でも初めての取り組みで国内はもちろん中国の大手デ
ベロッパーも視察に来ました。中国でその会社が運営
しているホテルで同じ取組をしたいとの事でアドバイ
ザー契約を結びました。一度そのホテルに行った時、
ホテルスタッフが私を見てコーヒーマスター、コーヒ
ーマスターと騒がれました。ホテルに私がコーヒーを
入れてる動画が遠い中国で流れていたのです。 
デイサービスでは趣味の歌を活かしてカラオケも毎

週しました。利用者さんからカラオケ王子と親しまれ
ました。ある時は送迎運転手、またある時はコーヒー
マスター、しかしてその実態はカラオケ王子でござい
ます～と、まさに歌って踊れるヘルパーでした。 
ホテルの新規出店が加速する中、ホテル事業部にも

どり、奈良と須磨のホテルの支配人を兼務し、昨年７
月に社長より高槻の支配人になってくれないかと打診
があり現在に至ります。 
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 ホテルアベストグランデ高槻がオープンして一番驚
いた事はパンフレットをくれと多くの方が訪れました
が、こんなホテルが出来るのを待っていたというお言
葉をいただいた事です。多くのホテルのオープニング
スタッフに携わりましたが、こんな言葉を頂けたのは
初めてでした。それだけ期待をされているんだと痛感
しました。その期待に応えなければならないという想
いが強く湧いてきました。高槻のランドマークホテル
になれるよう精進してまいる所存ですが、その為に
は、皆様の時には厳しいご指導が必要です。今後とも
当ホテルを育てていただきますようお願い申し上げま
す。 
要点のまとまらない話を長々致しましたが、今後と

もどうぞよろしくお願いいたします。ご清聴有難うご
ざいました。 
 

 

◎10/6 卓上花 
 
ガーベラ 

 ······ 希望・常に前進 
 

かすみ草 
 ······ 清らかな心 

 

◎ニコニコ箱報告 
・誕生記念内祝   白石君（遅くなりました。8 月度の 

誕生記念です。） 

・結婚記念内祝   羽根田君、石田君、河合君、 
香西君、 
松下君(30 年妻に感謝です。) 

・入会記念内祝   伊藤君、松尾君 
・創業記念内祝   拝郷君（㈱アベストコーポレーショ

ン） 
浜田厚君、本多君、 

         石田君、川面君、 
        長山君（遅くなりました（9 月度）。 

             来年はいよいよ 50 周年とな 

                ります。今後もガンバリま

す。ありがとうございま

す。） 
浦中君(創業 28 周年迎える事が出来 

ました。これからも仕事、 

ロータリー活動に頑張りま 

す。ありがとうございまし 

た。) 

・拙い卓話を聞いて頂き有難うございました。 拝郷君 
・茶橋ガバナー補佐、伊藤ガバナー補佐エレクト、お
越しいただきましてありがとうございます。   

 羽根田君 
・茶橋ガバナー補佐、ようこそ高槻 RC へ。  片山君 
・お話を聞いていただきありがとうございました。 

    丹野君 
 

              本日の合計   ￥  95,000-  
    7/1 よりの累計   ￥ 520,000-  
 

◎R 財団への寄付 
浜田 厚男君 ￥ 5,000- 羽根田茂子君 ￥10,000- 
石田 佳弘君 ￥ 5,000-  
伊藤 智秋君 ￥10,000-（茶橋ガバナー補佐、訪問頂

きましてありがとうござい

ました。） 

河合 一人君 ￥ 5,000- 香西 徳治君 ￥ 5,000- 
松尾  浩君 ￥ 5,000- 松下 浩章君 ￥ 5,000- 
白石 純一君 ￥ 5,000- 

 
本日の合計   ￥   55,000- 

         7/1 よりの累計   ￥  340,000-     
        年次基金会員より    ￥  340,000- 
           ポリオプラス会員より￥        0- 
           一人当たり平均      ＄65.17 
 
◎米山奨学会への寄付  

片山美智子君 ￥ 5,000- 香西 徳治君 ￥ 5,000- 
浦中 郁文君 ￥ 5,000- 

 
本日の合計  ￥   15,000- 

          7/1 よりの累計  ￥  222,500-      
                会員より  ￥  105,000-      
               ｸﾗﾌﾞより    ￥ 117,500- 
                  一人当たり平均   ￥   4,734- 
 
◎青少年育成基金への寄付 

川面 智義君 ￥ 5,000- 香西 徳治君 ￥ 5,000- 
 

本日の合計  ￥   10,000-      
7/1 よりの累計  ￥   60,000- 

 
 

 

 

 

 


