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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 

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 
◎ 卓話  浜田 厚男君 

「 地区大会の現状報告 」 
◎ 卓話  入谷 治夫君 

「 クラブビジョンについて 」 
◎ 例会後の行事  

  現クラブアッセンブリー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3277 回 本日（6/15）の例会 

 

 
 
◎ ソング・・・日も風も星も 
◎ 年間出席優秀者表彰 
◎ 会長・幹事退任挨拶 
◎ 例会後の行事 
    新旧クラブアッセンブリー 
    第 6 回地区大会実行委員会 

（於：ガバナー事務所 15：00～） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3278 回 次週（6/22）の例会 

会員数 出席者数 出席率 

46 名 38 名 86.36 ％ 

前々回例会補正後出席率  97.56 ％ 

但し、 Mup 2 名   欠席者 1 名 

出席規定摘用免除有資格者 5 名 

 

 

 

 

 

 

 

6月はロータリー親睦活動月間 

 
◎6/8 出席報告 

先週（6/8）の例会から 

◎会長の時間 

 

今日のお客様は、大阪北ロータリークラブの西田行宏
様、野村證券株式会社の鰐淵邦子様、株式会社フジワー
クの川路卓郎様がお越しいただいております。どうぞご
ゆっくりお過ごしください。 
 さて先週の日曜日、インターアクトの新人生歓迎会に
出席いたしました。高槻中学高校インターアクトは、高
槻ロータリークラブが提唱クラブとして 2660 地区で 8 
番目に設立されました。今から 7 年前、2015 年退会さ
れました朝倉会長の時代私が幹事でインターアクト委
員長が内本会員の時、認証状伝達式が高槻中学高校で行
われたのでその時の様子は心に残っております。内本会
員 

 

 

 

 

 

 

◎ゲスト                 計 3 名 
 

コンクリートコーリング株式会社 
顧問 西田 行宏様（大阪北 RC） 

 
株式会社フジワーク 川路 卓郎様 
 
野村證券株式会社高槻支店 鰐淵 邦子様 
 
 

 
2021-22 年度下半期メークアップによる 

8 月度皆出席表彰 
 

江澤  由君  連続 1 年 
 

 
2021-22 年度下半期メークアップによる 

3 月度皆出席表彰 
 

長山 正剛君  通算 7 年 
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員はそれ以来ずっと高槻中学高校との橋渡しとしてイ
ンターアクトにかかわってくださいっています。始まり
は高槻中学高校からカバナー事務所に教育の一環とし、
インターアクトをクラブとして作りたいので高槻の 3
クラブのどこかで引き受けてもらえないかとのメール
があり、高槻ロータリクラブが引き受けることになりま
した。高槻中学高校の生徒はまじめで優秀な生徒たちば
かりですので提唱クラブとしても誇りに思います。イン
ターアクトでは海外のインターアクトの会員と交流し
異文化を学び､国際親善に貢献し､楽しみながら世界中
に友達作りが出来ますし、また、尊敬する先輩、信頼で
きる大人に接する機会も多くあります。中学高校生にと
りまして成長する貴重な経験をすることが出来ます｡
又､私達は提唱クラブとして子供たちの成長を見届ける
喜びがあります。 
 今日はこの後､優良従業員表彰式があります｡高槻ロ
ータリクラブでは優良従業員表彰規定に基づき毎年優
良従業員功労表彰を行っており、会員企業の中で模範と
なる優秀な企業人を表彰してきました。今回はお客様と
してお越しいただいた野村證券株式会社の鰐淵様と株
式会社フジワークの川路様を表彰いたします。優良従業
員を表彰できる会社はロータリーの職業奉仕の精神を
実践している素晴らしい経営者のいる証明でもありま
す。 
ロータリーの四つのテストの「みんなのためになるか

どうか」の「みんな」は職業奉仕の解釈では取引先そし
て当然に従業員を含むとあります。従業員を大切にする
経営者の元には表彰に値する優良従業員がいるという
ことだと思います。 
 

 

◎幹事報告 

・6/15(水)例会後に現クラブアッセンブリーを開催致
します。本日例会ポケットに「現クラブアッセンブリ
ーのご案内」を配布しております。今年度理事、役員、
各委員会副委員長の皆様はご出席頂きますよう宜し
くお願い致します。 

 
 

◎藤井会員より 

・私が所属しております「高槻光影社」という写真クラ
ブの写真展のご案内を本日例会ポケットへ配布させ
ていただいております。「高槻光影社」は当クラブの
会員でした今堀 幸さんが創設され、今年で 69 年と
なり来年は 70 周年を迎え、高槻では由緒ある写真ク
ラブです。今年から私が会長をすることになり、是非
皆様のご支援を賜りたいと思っております。今年の 2

月に、高槻市の姉妹都市であるオーストラリアのトゥ
ーンバ市と高槻市の姉妹都市提携 30 周年を記念して
“市民の写真コンテスト”を開催致しました。そのコ
ンテストの企画から審査まで「高槻光影社」が関わっ
ておりました。トゥーンバ市は、以前高槻が地震や災
害で大変な被害を受けた際、当クラブのツインクラブ
であるトゥーンバ東 RC を通じて義捐金を送ってき
て下さり、当クラブとトゥーンバ市とは繋がりがあり
ますので、是非ともこの写真展について皆様に知って
頂きたいと思い、本日ご案内させていただきました。
多くの皆様に写真展に足を運んでいただけたらと思
います。宜しくお願い致します。 

【日 時】2022 年 6 月 9 日(木)～14 日(火) 

10：00～18：00（最終日は 16：00 まで） 

【場 所】高槻市立生涯学習センター展示ホール 

 

 

◎委員会報告 
〇ゴルフ同好会             浦中 郁文 
・高槻西 RC より「2022－2023 年度第 3 回高槻 3RC ゴル
フコンペのご案内」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】2022 年 7 月 21日(木)  
9：15 集合 OUT/IN 9：48 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 
 

 

 

◎優良従業員表彰 

 

株式会社フジワーク       川路 卓郎様 

 

◎6/8 卓上花 
  
ハイブリッドスターチス   

 ·············· お茶目 
マーガレット 

ピンク ········ 美しい仕草 
オレンジ ······ 熱烈な愛 
黄色 ·········· 永遠の幸福 
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◎卓話   「 コンクリートのお話 」 
 

コンクリートコーリング株式会社 
顧問 西田 行宏様 

 
私は現在高槻に住んでおり、高槻在住 30 数年の高槻

市民です。また現在大阪北 RC に所属しております。本
日はどうぞ宜しくお願い致します 
私は地区の卓話銀行の講師をしております。私が地区

の卓話銀行の講師となったきっかけは、大阪北 RC での
イニシエーションスピーチです。そのスピーチでコンク
リートの話をしたのですが、周りから大変好評をいただ
き、大阪北 RC 入会の際の私の推薦人である松本進也パ
ストガバナーから地区の卓話銀行講師へ推薦して頂き
現在に至っております。 
ある日、以前から仕事でお付き合いのある浦中さんか

ら「卓話銀行に西田さんのお名前を見つけましたので、
是非高槻 RC で卓話をお願いできないでしょうか」とお
電話を頂き、高槻 RC での卓話をお引受けすることにな
りました。弊社はコンクリートに穴を開ける会社ですの
で、本日はコンクリートのお話をさせていただきます。 
大昔コンクリートの無い時代の建造物は木と石で造

られていました。木を山から切り出しで神社や家を作っ
ていましたが、木は燃えてしまう為、耐久性の面では石
の方が勝っています。石垣とかエジプトのピラミッドな
どが石で作られた代表的な建造物です。大阪城の石垣の
石は小豆島や瀬戸内海から切り出して、今の安治川から
大阪まで運んできました。石以外に建設材料がなかった
ので仕方ありませんが、石を運ぶ作業には想像を絶する
ほどの労働力や時間が費やされていたと思います。その
石に代わる建設材料が現代ではコンクリートなのです。 

コンクリートの材料の石灰岩は日本には沢山ありま
す。それを使って生コンを作ります。生コンとは生のコ
ンクリートの事で、セメント、水、砂、砂利などを混ぜ
合わせ、現場へと運ばれる段階では固まらないコンクリ
ートのことを指します。 
昔、砂利は川をすくって採取しておりましたが、環境

問題から川からの採取は出来なくなりました。川から採
取した砂利は、川の流れによって石の弱い部分が取れて
丸みを帯びます。その弱い部分がない丈夫な砂利を使用
している昔の建造物は耐久性に優れています。最近では
川からの採取する砂利や砂は使用出来ない為、山から砕
石し砂利や砂を作っています。この砂利は柔らかい部分
が残ったままで角張っていてトゲトゲしていますので、
耐久性が弱くなります。出来るだけ丈夫な砂利だけ使用
しますが、どうしても生コンを作る時の水の量が増えて
しまいます。この水膨れした生コンは時間が経つにつれ
て水が蒸発し、体積が減っていきます。コンクリートは
押し付ける力には抵抗しますが、体積が減ることにより
地震などの振動が加わった時に折れてしまいます。これ
を補強するために鉄筋を入れるのですが、そうするとコ
ンクリートの収縮に対し鉄筋が邪魔をする為、数年経つ
とコンクリートにヒビが入ってきます。これはコンクリ
ートの宿命といえる現象です。また、このヒビから雨が
浸透し、中の鉄筋が錆びていきます。 
高槻は今建設ラッシュで、あちこちにタワーマンショ

ンが建設されています。タワーマンションは、東からの
太陽を浴びるとマンションの東面が温められてのび、西
からの太陽を浴びるとマンションの西面が温められて
のびます。これを毎日繰り返すとやはり劣化していきま
すで、適当な段階でリニューアルする必要が出てきま
す。 
リニューアルするという事は、コンクリートを壊す必

要があります。昔は削岩機で大きな振動をたててコンク
リートを壊していました。今は近隣住民の皆様への配慮
もあり、音や振動、ほこりをなるべく出さず仕事が早い
工法、例えば高圧水でコンクリートを切断するウォータ
ージェットや人工ダイヤモンドを埋め混んだワイヤー
で切断するワイヤーソーを使用しています。 
コンクリートは 50～60 年経つと劣化していきます。

皆さんご存知かも知れませんが、愛知の用水ダムの川底
に穴が開き漏水したり、和歌山では水管橋が崩落したり
しています。また、中国道は 1970 年の大阪万博の時に
開通し 52 年が経過しており、現在リニューアル工事を
しています。開通当初の予想より、高速道路の利用数や
積載重量の大きな車が増加し、コンクリートにクラック
が入り耐久性の問題や、地震への強度の問題が生じたた
めリニューアルされるようです。現代の高速道路には災
害対応が求められます。災害が発生してから 72 時間が
人命救助のタイムリミットと言われておりますので、緊
急車両の通行が高速道路の使命になると言えます。 
高速道路と言えば、我が国の最初の高速道路は、アメ

リカからワトキンス調査団を呼び、世界銀行からお金を
借りて作られました。その調査団は、日本が世界銀行か
ら借りたお金を、回収した高速道路の料金で返済できる
かを検証し、最適なルートを検討しました。その時の最
終報告書には、「世界の工業国にしてこれほど道路を無
視した国は、日本の他にはない」と書かれています。江
戸幕府は大井川に橋を架けない事で防衛を図り、東海道
五十三次を歩き、日本には馬車という文化がなく牛車で
した。そもそも日本は、高速で移動するというセンスを
持ち合わせていなかったのですから、このように言われ
ても仕方のない事かもしれません。ちなみに、日本海軍
の主力戦闘機として活躍した戦闘機である三菱零式艦
上戦闘機は、名古屋の海岸沿いにある三菱の工場で造ら
れ、各務原飛行場まで運ぶ際にも牛車が使われました。 
 

◎優良従業員表彰 

 

野村證券株式会社高槻支店    鰐淵 邦子様 
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 とりとめない話となりましたがこれで終わりとさせ
ていただきます。高槻に住んでおりますので、高槻で見
かけた際は声をかけて頂ければ幸いです。高槻 RC の
益々の繁栄を祈念しております。本日はありがとうござ
いました。 
 

 

◎ニコニコ箱報告 
・結婚記念内祝   浜田哲君 
・入会記念内祝   浜田哲君 
・西田様、卓話有難うございました。     橋本君            
・優良従業員表彰の皆様おめでとうございます。河合君 
・今日は弊社の鰐淵が表彰されました。ありがとうござ
います。                 並木君 

・弊社川路が優良従業員表彰頂きましてありがとうご
ざいました。               白石君 

・新入会員歓迎会ありがとうございました！今後とも
よろしくお願いします。          富川君 

・川路様、鰐淵様、優良従業員表彰おめでとうございま
す。                   藤松君 

・本日はすばらしい卓話いただき西田様ありがとうご
ざいました。               浦中君 

 

              本日の合計   ￥  50,000-  
    7/1 よりの累計   ￥1,483,000-  
 

◎R 財団への寄付 
河合 君 ￥一人 5,000- 倉本  進君 ￥ 6,000- 
齋藤 良輔君 ￥ 6,000- 浦中 郁文君 ￥ 5,000- 

 
本日の合計   ￥   22,000- 

         7/1 よりの累計   ￥1,262,000-     
        年次基金会員より    ￥  990,000- 
           ポリオプラス会員より￥  272,000- 
           一人当たり平均     ＄241.90 
 
◎米山奨学会への寄付  
白石 純一君 ￥ 5,000- 

 
本日の合計  ￥    5,000- 

          7/1 よりの累計  ￥  475,000-      
                会員より  ￥  240,000-      
               ｸﾗﾌﾞより    ￥ 235,000- 
                  一人当たり平均   ￥  10,106- 
 
◎青少年育成基金への寄付 

橋本 憲治君 ￥ 5,000- 
 

本日の合計  ￥    5,000-      
7/1 よりの累計  ￥  680,000- 

 

 

 

 

 


