THE

ROTARY

CLUB

OF TAKATSUKI

国際ロータリー

第２６６０地区

高槻ロータリークラブ
２０２１～２０２２

WEEKLY BULLETIN
〒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
例会場 高槻阪急 6 階 多目的ホール TEL 072-684-5379
事務所

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

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

No.15

2021 年 10 月 27 日 発行

10 月は地域社会の経済発展月間・米山月間
第 3250 回
◎
◎

本日（10/27）の例会

◎会長の時間

ソング・・・日も風も星も
卓話
赤羽 卓君
「 家族にやさしい安心の財産管理

※11/3(水)

今日は 2660 地区、吉川ガバナー、奥田地区幹事、笹
川地区幹事お越しいただきまして有難うございます。例
会前の 11 時 20 分から、吉川ガバナー、副会長、会長エ
レクト、伊藤ガバナー補佐エレクトと共に懇談させてい
ただきました。地区ガバナーの方針やクラブにとって有
意義なお話をいただきました。
吉川ガバナ－は皆さまご存じの通り大阪ロ－タリ－
クラブのメンバ－で 2015 年度の会長をされ、また数々
の受賞をされていらっしゃいます。
大阪ロ－タリ－クラブは、高槻ロ－タリ－クラブのス
ポンサークラブであり、親子の関係にあります。ガバナ
ー公式訪問の目的は、各クラブに対して、重要なロータ
リ－の問題点についてお話しいただき、クラブに関心を
持たせるように的確な助言、指導を行うことと言われて
います。こののち吉川ガバナーから卓話いただくことに
なっております。大変楽しみにしております。
今年度は初めからコロナ禍でありましたが何とか皆
様の協力のもと急遽機材設置をしてハイブリッド例会
を継続が出来ました。通常例会は今日で２回目になりま
すが皆様と顔を合わせてお食事ができる幸せを感じま
す。
さて今年度の最初の会長の時間に新たな目標をたて
皆様にご協力をお願いいたしました。その中で皆様の協
力のもと歩みだすことが出来ました２つを報告いたし
ます。
1 つは高槻ロ－タリ－クラブ 20（トウェンティ）の会
の発足です。在籍 20 年以上の会員にお集まりいただき
まして会長幹事参加のもとテーマがあればそれについ
て、なければ自由にお話しいただく会です。在籍 20 年
以上の方は現在 10 名です。経験豊かな見識の高い会員
との交流の中で高槻ロ－タリ－の歴史を肌で感じ、会の
運営に役立てております。次の会は何時かのお声があ
り、先週２回目の会をもつことができました。

」

定款による休会

第 3251 回

次々週（11/10）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
浦中 郁文君
「 高速道路の維持管理 」
◎ 例会前の行事
11 月度定例理事会
先週（10/20）の例会から

◎ゲスト

計 3 名

国際ロータリー第 2660 地区
ガバナー 吉川 秀隆様（大阪 RC）
地区幹事 奥田 吾朗様（大阪 RC）
地区幹事 笹川 貴生様（大阪 RC）
◎出席報告
会員数

出席者数

50 名

39 名

出席率
84.78

前々回例会補正後出席率
100 ％
但し、 Mup 0 名
欠席者 0
出席規定摘用免除有資格者 1 名

奉仕しよう

％
名

みんなの人生を豊かにするために

シェカール・メータ RI 会長
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２つ目は高槻ロ－タリ－クラブは 65 周年の記念事業
として青少年育成基金を設けて毎年高槻市内の素晴ら
しい功績をなした小中高の学生を表彰してまいりまし
た。本年度は教育委員会の推薦に基づいて 16 の個人・
団体を今月 26 日赤大路小学校にて表彰いたします。
この青少年育成事業をさらに飛躍させるため青少年
育成基金特別委員会として組織化をして新たな事業と
して高槻少年少女ジュニアバンドの支援をすることに
なりました。中西委員長のもと今、進行中です。高槻市
少年少女ジュニアバンドは高槻市内の未就学児、小学生
を対象にした吹奏楽団です。昭和 34 年ごろ高槻市の支
援を受けて設立された歴史ある子供たちの吹奏楽団で
す。しかしコロナ禍が続き、外部で演奏して得ていまし
た収入が途絶え、また高槻市からの補助金も方針変更で
打ち切りになり存続が大変苦しい状況でした。高槻ロ－
タリ－クラブは吹奏楽団の代表とも面会し、また練習風
景を見学しました。そして、代表の温かい指導、子供た
ちが助け合い練習する姿を見てまさにロータリ－の、そ
して本日お越しいただいた吉川ガバナーのおっしゃっ
ている地域の宝である子供たちを育成する青少年奉仕
であり、子供たち、そしてその子供たちの親、地域を通
し、ロータリ－の認知度、公共イメ－ジの向上につなが
ると思います。10 月 23 日、使い古した楽器の買い替え
費用の贈呈式を練習場所である今城塚公民館で子供た
ちを交えて行います。子供たちの喜ぶ笑顔で目に浮かび
ます。皆様のご協力ありがとうございます。

◎委員会報告
〇クラブ研修委員会
小阪 大輔
・今月は「地域社会の経済発展月間・米山月間」です。
ロータリーの友 10 月号の推奨記事として、横書きの
記事からは、P.4「RI 会長メッセージ」、P.11「米山
月間」、P.24「国際ロータリー」をご紹介させていた
だきます。縦書きの記事からは、P.13「卓話の泉」、
P.19「ロータリー・アット・ワーク」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。
〇青少年育成基金特別委員会
中西 美代子
・10/23(土)11：00 より今城塚公民館におきまして、高
槻市少年少女ジュニアバンドへの支援金贈呈式を執
り行います。お時間のある方はご出席いただきますよ
うお願い申し上げます。また、高槻市少年少女ジュニ
アバンドの代表の方より、10/24(日)高槻現代劇場大
ホールにて開催される「高槻市音楽団管楽部第 91 回
定期演奏会」のご案内が届いております。後方テーブ
ルに申込用紙を置いておりますので、参加を希望され
る方はお持ち帰り下さい。宜しくお願い致します。

◎幹事報告
・本日はございません。

◎国際ロータリー第 2660 地区
2021-2022 年度 選挙委員会 委員 委嘱状
・ガバナー事務所より、当クラブ松尾会員に「国際ロー
タリー第 2660 地区 2021-2022 年度 委員選挙会 委員
出向の委嘱状」が届いております。本日は吉川ガバナ
ーより松尾会員へ贈呈していただきます。

◎10/20 卓上花
カーネーション ピンク
······ 熱愛
カーネーション オレンジ
······ 冒険心
カーネーション 黄色
······ 親しみやすい
デルフォニューム ブルー
······ 清明
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◎ガバナー公式訪問

この地区ビジョンと同時に 5 ヵ年中期目標が定められ
ており、その 1 番目は「クラブのサポートと強化」つま
りクラブの会員基盤を強化することです。
メータ RI 会長のいう 130 万人を当地区に当てはめると、
300 名、約 8％の増となります。コロナ禍で疲弊した状
況においては高い目標に思えます。
メータ RI 会長は「ローターアクトをロータリーに移
行し」女性会員を増やせば年間 5％の純成長は確保でき
ると述べましたが、当地区のローターアクトが直ちにロ
ータリークラブに移行できるかというと、整理しなくて
はならない問題が多くあります。
当地区は「各クラブでの純増 1 名を目指す」という目
標を掲げつつ、本年度はコロナの影響による会員減少を
防ぐことを優先して戴きたく思います。また「ローター
アクトはじめと若い世代とともにロータリー活動を推
進する基盤を広げる」ことについては、皆さんと一緒に
具体的な計画を立てていきたいと思います。会員増強は
目標であり目的ではありません。奉仕の発信力・影響
力・目的実現力の強化こそが本質です。
中期目標 2 番目の「人道的奉仕の重点化と増加」は、
まさにその奉仕活動の原点としての目標です。1919 年の
スペイン風邪パンデミックのとき、ロータリーは会員を
19％も増やしたといいます。それは当時のロータリーが
取り組んだ献身的かつ積極的な奉仕活動が多くの共感
を生んだからだと思われます。私は地区の持つリソース
を可能な限り人道的奉仕に集中したいと思います。
いま、私たちの足下で「経済的に困窮している人」が
急増しています。日本の子どもの 7 人に 1 人が相対的貧
困状態にあるとも言われます。メータ会長が「女子のエ
ンパワメント」と言及した「性の格差」の問題とは少し
違うでしょう。しかし地域の問題は、地区のロータリア
ンである私たち自身が取り組み、解決せねばなりませ
ん。
私は、RI の 7 つの重点分野から「基本的教育」に焦点
をあて、地域のエンパワメント、すなわち地域が本来持
っている能力の向上を図るため、地域の子供たちを支援
することを地区の重点活動方針としました。
中期目標の 3 番目は「公共イメージと認知度の向上」
です。地域に開かれたロータリー活動とは RI のいう「参
加者の基盤を広げ」
「積極的な関わり」を促すことです。
このためには IT 化の推進が必要です。皆さまには「マ
イロータリーの登録率 80％、クラブセントラルの活用率
90％」という目標の達成をお願いします。
そして女性会員の増強、RAC をはじめとする若い未来
のロータリアンとの連携強化をお願い致します。以上が
RI の方針と、それを受けた本年度の地区方針のご説明で
す。
最後に、本年度の地区大会についてご案内します。今
年の地区大会は 12 月 3 日金曜日、大阪国際会議場にて 1
日に集約して開催します。今年はコロナの影響もまだあ
ると思いますのでコンパクトに開催したいと思います。
ワクチン接種も進み、再び皆さまと一同に顔を合わるこ
とができるものと楽しみにしています。
ロータリーの活動は、会員個人、そして各クラブこそ
が主体です。RI はその連合組織であり、トップダウンの
指示命令をするものではありません。ロータリーの活動
の主体は各クラブであり、主役はロータリアンである皆
さまです。皆さまが主体的に活動できるよう、私もガナ
バーとしてともに頑張っていく所存です。そして、その
結果、地域の人々が豊かな人生を送り、美しく輝いてい
かれることを心より願っております。どうぞよろしくお
願いいたします。
以上、ご挨拶並びに方針の説明とさせていただきま
す。ありがとうございました。

国際ロータリー第 2660 地区
ガバナー 吉川 秀隆様

皆さま、こんにちは。ガバナーに就任しました吉川秀
隆です。
私は、タカラベルモント(株)という理容・美容サロン
で使う椅子・シャンプー台などの機器や業務化粧品、歯
科や病院にむけた医療機器の製造販売、サロン・クリニ
ックの設計施工等を行う会社の代表を務めています。弊
社は本年 100 周年を迎えます。
「自分らしく生きる人生
こそが美しい人生であり、全ての人がその生きる喜び、
幸せを感じられるように」という想いを込めて「美しい
人生を、かなえよう」を会社のキーメッセージとして定
めました。これは個人的に、ロータリーの精神にも通じ
るものだと思っています。
コロナ以前は海外出張が多く１年の 3 分の 1 は海外を
飛び回っていました。海外のクラブでメイキャップする
こともあり、各国ロータリアンと交流した思い出も少な
くありません。しかしこれから 1 年はガバナーとして地
区の皆さんとしっかりと交流すべく各クラブを飛び回
りたいと思います。
それでは、RI ならびに地区の方針についてご説明い
たします。ご承知の通り RI は 7 つの重点分野を掲げて
います。2008 年の採択時には 6 つでしたが、昨年新た
に「環境の保全」が加えられました。また、組織の基本
的原則を表す「中核的価値観」が 2009 年に採択されま
した。それは、奉仕・親睦・多様性・高潔性・リーダー
シップの 5 つです。
以上を踏まえて、本年度の RI 会長シェカール・メー
タさんのスピーチをお聴きください。
【動画】
ご覧の通り本年度の RI の会長テーマは「SERVE TO
CHANGE LIVES～奉仕しよう みんなの人生を豊かにする
ために」です。メータ RI 会長は、会員増強を最優先課
題として「いま 120 万人の会員を本年度末に 130 万人に
しよう」と述べました。また「女子のエンパワメント」
という言葉で女子が抱える問題に取り組むことを強調
しています。そして「より大きなインパクトをもたらす」
「参加者の基盤を広げる」「参加者の積極的なかかわり
を促す」
「適応力を高める」という 4 つの優先事項につ
いてスピーチされました。
さて、当地区にはすでに 4 項目からなる地区ビジョン
があります。①私たち第 2660 地区は RI テーマを理解し、
地域の特性にあった活動をすることにより具現化しま
す。②ロータリー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します。③世
界の未来を担う青少年の活動を支援し、若きリーダーの
育成に努めます。④それぞれが「魅力ある・元気ある・
個性ある」クラブになる事を目指します。という 4 つで
す。
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◎ニコニコ箱報告
・吉川ガバナーをお迎えして。
藤井君
・吉川ガバナーをお迎えして。
藤田君
・吉川ガバナー、ようこそ高槻 RC 例会にお越し下さい
ました。
石田君
・吉川ガバナー公式訪問ありがとうございました。
松尾君
本日の合計
7/1 よりの累計

￥
￥

20,000570,000-

◎R 財団への寄付
藤井 敏雄君 ￥ 5,000- 藤田 貴子君 ￥ 5,000羽根田茂子君 ￥10,000-（吉川ガバナーお越し頂きまし
てありがとうございます。
）

松尾

浩君 ￥ 5,000-

本日の合計
￥
7/1 よりの累計
￥
年次基金会員より
￥
ポリオプラス会員より￥
一人当たり平均

25,000395,000395,0000＄75.71

◎米山奨学会への寄付
石田 佳弘君 ￥ 5,000本日の合計
7/1 よりの累計
会員より
ｸﾗﾌﾞより
一人当たり平均

￥
5,000￥ 232,500￥ 115,000￥ 117,500￥
4,947-

◎青少年育成基金への寄付
本日の合計
7/1 よりの累計

￥
￥

065,000-
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