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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・・・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 15：30～） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3278 回 本日（6/22）の例会 

 

 
 

 2022～2023 年度初回例会  
 

例会場変更 

於：ホテルアベストグランデ高槻 
 
◎ 新旧会長・幹事バッジ交換 
◎ 石田会長・長山幹事就任挨拶 
◎ 例会後の行事 

   7 月度定例理事会  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3279 回 次々週（7/6）の例会 

会員数 出席者数 出席率 

46 名 43 名 100 ％ 

前々回例会補正後出席率  100 ％ 

但し、 Mup 4 名   欠席者 0 名 

出席規定摘用免除有資格者 1 名 

 

 

 

 

 

6月はロータリー親睦活動月間 

 
◎ゲスト・ビジター             計 0 名 
 
◎出席報告 

先週（6/15）の例会から 

◎会長の時間 

 

国際大会に行かれた皆様、お疲れ様でした。有難うご
ざいます。 
いよいよ今年度も今回を入れまして例会はあと 2 回

となりました。正直な気持ちとしてコロナのせいにして
一年間皆様の寛大さに甘えまして過ごしてきたのでは
ないかとの反省もあります。年度初めの活動計画につい
ての結果報告は例会後のクラブアッセンプリーで協議
したいと思っております。 
さて 5 月はロータリー親睦活動月間です。ロータリー

の大きな柱は奉仕と共に会員同士の親睦を深めること
とあります。コロナ前まではいくつかの同好会があり親
睦 

 

 

 

 

 

 

 

年間出席優秀者表彰 

 

〇100％出席優秀者 

藤井 敏雄君   藤田 貴子君 

浜田 厚男君   羽根田茂子君   

入谷 治夫君   石田 佳弘君   

伊藤 智秋君   松下 浩章君   

西本恵美子君   白石 純一君 

浦中 郁文君   内本  繁君 

 

〇ホームクラブ・親睦会出席優秀者 

  赤羽  卓君   江澤  由君 

  拝郷 淳弘君   飯田 哲久君 

  井前 憲司君   片山美智子君 

  河合 一人君   小阪 大輔君 

  松尾  浩君   中西美代子君 

大木 城司君   山口  誠君 

  山室 匡史君    
 

※2022/6/29(水)は、定款による休会 
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睦を深めておりましたが、2 年ほどの間、会食の禁止、
移動の制限、例会のハイブリット形式と親睦の機会が奪
われてきました。ロータリーソングも声を出して歌わな
い期間が長かったので､歌えない会員もいるのではない
かと、ある時ふと気づきました。もう少し時間がかかり
ますが、笑いあい大声でロータリーソングを歌う日が来
るのではと期待しております 
次年度の石田会長エレクトは会長方針の柱として会

員間の親睦を掲げています。期待をしてバトンを渡した
いと思います。 

 

 

◎幹事報告 

・高槻商工会議所より「会員名簿」が届いております。
事務局で保管しております。宜しくお願い致します。 

・高槻まつり振興会より「第 53 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。今年度は
8/6(土)・7 日の二日間での開催となります。回覧を回
しますので、お一人 1,000円以上でのご協力をお願い
致します。 

・高槻現代劇場よりイベントのチラシが届いておりま
す。後方テーブルにチラシを置いておりますので、ご
自由にお持ち帰り下さい。 

・新旧クラブアッセンブリーを 6/22(水)例会後、例会
場にて開催致します。本日例会ポケットにご案内を配
布しております。2021-22 年度、2022-23 年度理事・
役員・各委員会副委員長の皆様はご出席いただきます
ようお願い致します。 

 
 
◎委員会報告 
〇クラブ研修委員会           小阪 大輔 
・今月は「ロータリー親睦活動月間」です。ロータリー
の友 6 月号の推奨記事として、横書きの記事からは、 
P.7「特集 規定審議会」、縦書きの記事からは、 P.9
「シリーズ この人を訪ねて」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。高槻 RC 入会して 15 年になりますが、
ロータリーの友の担当になって初めてロータリーの
友を熟読した 1 年間でした。非常にためになる事が
書かれておりますので、入会の浅い会員の皆様は、
ロータリーの友を読んで頂ければロータリーの事を
より多く理解できると思います。1 年間本当にあり
がとうございました。 

 

〇国際奉仕委員会           飯田 哲久 
・「2023 年メルボルン国際大会のご案内資料」が届い
ており、6/13(月)にメールもしくは FAX にてご連絡
しております。宜しくお願い致します。 

・ヒューストン国際に参加された 5 名の皆様お疲れ様
でした。 

 
〇次年度クラブ運営委員会    委員長 山室 匡史 
・7/6(水)の次年度初回例会は移動例会となります。回
覧を回しますので出欠をご記入いただきますようお
願い致します。 

【日 時】2022 年 7 月 6 日(水)12：30～13：30 
【場 所】ホテルアベストグランデ高槻 
【お 酒】提供あり 
【駐車場】近隣のパーキングをご利用下さい。 

（飲酒される方はお車での御来場はお控え下
さい。） 

【注意事項】クラブ統一ジャケットを着用してご出席下 
さい。 

 

◎会員の動き 

〇髙木 正一会員 

・2019 年 8 月 7 日より 2 年 10 か月ご在籍でしたが、
会社役員退任により 6 月 21 日をもって退会されまし
た。今後のご健勝を祈念申し上げます。 

 
 
◎卓話   「 地区大会進捗報告 」 

浜田 厚男 

 
• ・準備委員会を数回開催後 現在第５回が終了 
•  次回第６回は 6/22 ガバナー事務所で開催予定 
•  

・概要 
 

 

 

晩餐会は高島ちさ子さんの演奏、翌日の記念公演は慶
応大学宮田裕章教授の予定。また大阪のロータリー100
年の歩みは千玄室さんの講演を予定しています。また分
科会の時間にゲストガバナーのご婦人のためのミニコ
ンサートも予定。 
晩餐会の司会は当クラブ伊藤智秋ガバナー補佐と浦

中会員、2 日目の本会議は女性アナウンサーと長井会員
を予定。 
 
今後の動き 
チラシポスターを 7 月に製作、ガバナークラブ訪問の
予定に合わせて、告知を行います。訪問の時期に間に合
わないクラブについては当クラブにて、クラブ訪問をい
たします。 
大会前にはリハーサルを行います。 
晩餐会は國の長の鏡開きを行います。 
会議の進行 製作は電通が行います。 
今回は大阪の RC100 周年委員会との分担があります。 
細かいことはたくさんありますがこれから皆さんの協
力宜しくお願いいたします。 

 

 

◎6/15 卓上花 
  
スプレーカーネーション 
ピンク ·········· 温かい心 
オレンジ ········ あなたを愛します 

カスミソウ ········ 幸福 
カナリエンシス ···· 豊かな実り 
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 ◎ニコニコ箱報告 
・高影社作品展に大勢お越しいただきありがとうござ
いました。                藤井君 

・地区大会の卓話ご静聴ありがとうございました。ヒュ
ーストンから帰りました。皆さん御苦労様でした 

浜田厚君 
・卓話を聞いていただきありがとうございました。 

入谷君 
・コメントなし               石田君 

 

              本日の合計   ￥  20,000-  
    7/1 よりの累計   ￥1,503,000-  
 

◎R 財団への寄付 
藤井 敏雄君 ￥ 5,000- 入谷 治夫君 ￥ 5,000- 
石田 佳弘君 ￥ 5,000- 河合 一人君 ￥10,000- 

 
本日の合計   ￥   25,000- 

         7/1 よりの累計   ￥1,287,000-     
        年次基金会員より    ￥  990,000- 
           ポリオプラス会員より￥  297,000- 
           一人当たり平均     ＄246.69 
 
◎米山奨学会への寄付  
浜田 厚男君 ￥ 5,000- 

 
本日の合計  ￥    5,000- 

          7/1 よりの累計  ￥  480,000-      
                会員より  ￥  245,000-      
               ｸﾗﾌﾞより    ￥ 235,000- 
                  一人当たり平均   ￥  10,213 
 
◎青少年育成基金への寄付 

 
本日の合計  ￥      0-      

7/1 よりの累計  ￥  680,000- 
 

 

 

 

 

 

◎卓話  「 クラブビジョンについて 」 

入谷 治夫 

 

本日は中長期クラブ戦略委員会で作り上げた「高槻RC
のクラブビジョン」を会員の皆様に説明したく卓話の機
会をいただきました。 
昨年９月よりクラブビジョンを作るために、数回の委

員会の会議を開催いたしました。メンバーは浜田会員、
伊藤会員、井前会員、羽根田会員、石田会員、入谷、そ
れにオブザーバーとして山口会員、藤井会員、大木会員
に参加していただきました。ビジョン作成にあたり昨年
11 月に会員にアンケート調査も実施いたしました。そ
の結果と、2017 年の中長期クラブ戦略委員会の「高槻ロ
ータリークラブ戦略委員会活動の報告」を基に議論を重
ね、今回新たにクラブビジョンを作成いたしました。し
かし今回のクラブビジョンはクラブとして正式に決定
したものではありません。修正または変更の余地がある
かもしれません。そこで本日はそのクラブビジョンを会
員の皆様に説明し、ご意見やアドバイスを頂きたく思っ
ております。下記のクラブビジョンをご参照ください。 
私または委員に今年度内に直接お知らせ頂ければ幸い
です。よろしくお願い申し上げます。 
 
 
【クラブビジョン】 

・高槻 RC は、ロータリークラブとしての品格を保ち、
進取の気風を持った、活気ある楽しいクラブをめざ
す。 

・奉仕では、より大きなインパクトをもたらす活動によ
り、認知度と公共イメージの向上に努める。 

・親睦では、その内容の充実と機会を増やし、友情と連
帯感を深める。 

 
【ビジョン実現のための中長期（5 カ年）活動目標】 
①会員増強 
・会員規模は６０名を目標とし、特に女性、若い世代の
会員増強をめざす。 

・会員身分の見直しを定款に基づき行い、柔軟に幅広く
会員を募る。 

 
②クラブ基盤の強化 
・長年の歴史と伝統を守りつつ、時代の変化に対応した
クラブ創りを目指すため、CLP の考え方を尊重した理
事、役員人事を行う。 

・健全な財務運営を行うため、クラブ運営会計と慈善活
動会計を分けて管理する。 

・将来の大きなプロジェクトに備えるため、適切な積立
金を継続して行う。 

 
③奉仕活動 
・地域社会や世界のために、持続性あるより大きなイン
パクトをもたらす奉仕活動の実施をめざす。 

・青少年育成活動に重点を置き、将来を担う若者の育成
のための支援活動を行う。 

・地区補助金を利用した事業を毎年実施する。 
・グローバル補助金を利用した事業に引き続きチャレ
ンジする。 

 
④親睦活動 
・親睦を深める最適の場所は例会であり、例会の活性化
を計るため、隔月にクラブフォーラムやクラブ協議会
を催し、意思の疎通と融和を図り親睦を深める。 

・多彩な同好会づくりをめざし、活発な活動により、親
睦を図る。 

 


