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イマジンロータリー 

 

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 石田佳弘 幹事 長山正剛 クラブ運営委員長 山室匡史 会報担当副委員長 松下浩章 
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◎ ソング・・・四つのテスト 
◎ 誕生、結婚、入会記念月御祝 
◎ 創業記念月御祝 
◎ 各委員長抱負・活動計画発表 

◎ 地区大会実行委員会報告 

◎ 例会後の行事 
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第 3280 回 本日（7/13）の例会 

 

 
 
◎ ソング・・・それでこそロータリー 
◎ 国際大会報告 
◎ 委員会例会 

 ◎ 例会後の行事 

地区大会実行委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3281 回 次週（7/20）の例会 

会員数 出席者数 出席率 

46 名 42 名 91.30 ％ 

前々回例会補正後出席率  95.45 ％ 

但し、 Mup 5 名   欠席者 2 名 

出席規定摘用免除有資格者 2 名 

 

 

 

 

 

 

◎ゲスト                  計 4 名 
 
高槻東 RC 会長  浜田 篤介様 産業廃棄物処理業 
 
高槻東 RC 幹事  井上 健一様 総合建設業 
 
高槻西 RC 副会長 片山 直様  電気工事 
 
高槻西 RC 幹事  岩谷 年明様 建設工事 

 
 
 
 
 
 
 
◎出席報告 

先週（7/7）の例会から 

）の例会から 

 

7 月度 記念月御祝 

◎誕生記念 

   入谷 治夫君      長山 正剛君         
  古川 大介君     赤羽  卓君 
  来村美代子君     丹野  亮君 

 
◎結婚記念   

   富川 大輔・亜美御夫妻    19 周年 
 
◎入会記念 

   長山 正剛君         12 周年 
   内本  繁君        10 周年 
   藤田 貴子君        10 周年 
   藤松 功治君         8 周年 
   大木 城司君         7 周年 
   白石 純一君         6 周年 
   飯田 哲久君         5 周年 

松下 浩章君         5 周年 
三井 泰之君         1 周年 
丹野  亮君         1 周年 
富川 大輔君         1 周年 
 

 

7 月度 創業記念月御祝 
 

 内本  繁君  高槻商工会議所  
S22.7.25     75 周年 
 

 西本恵美子君  学校法人西本学園 
S23.7.1      74 周年 
 

 齋藤 良輔君  ㈲関西テックシート 
H8.7.20     26 周年 
 

 大木 城司君  大木歯科医院 
H19.7.28    15 周年 
 

 富川 大輔君  SMBC 日興証券㈱ 
         T7.7.7     104 周年  

mailto:takatsuki.rc@bird.ocn.ne.jp
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◎新旧会長・幹事バッジ交換 

 

 

 

 

 

 

       

新入会員のご紹介 

氏  名 外窪 明美  

生年月日  S40 年 9 月 24 日 

勤 務 先  Cocomi Design 

 

 
職業分類   フリーライター 

推 薦 者   松下 浩章  飯田 哲久 

趣  味   プロレス観戦 

好きな言葉又は生活信条   

       「今、ここからでも大丈夫」「鋒」 

 

         

新入会員のご紹介 

氏  名 井上 隆昭  

生年月日  S56 年 9 月 13 日 

勤 務 先  大特鉱業株式会社 

 

 
職業分類   商社 

推 薦 者   松下 浩章  飯田 哲久 

趣  味   車 

好きな言葉又は生活信条 「誠実」 

 

         

新入会員のご紹介 

氏  名 来村 美代子  

生年月日  S44 年 7 月 1 日 

勤 務 先  好きやねん己書道場 

 

 
職業分類   書道家 

推 薦 者   松下 浩章  飯田 哲久 

趣  味   チャレンジする事・神社巡り 

好きな言葉又は生活信条 

「出会いは宝である」 

 

 

         

新入会員のご紹介 

氏  名 守田 幸司  

生年月日  S52 年 2 月 8 日 

勤 務 先  J-Inter 株式会社 

 

 
職業分類   飲食店 

推 薦 者   松下 浩章  飯田 哲久 

趣  味   ゴルフ・酒 

好きな言葉又は生活信条 「他人と過去は 

変えられない、自分と未来は変えられる」 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎新入会員紹介 
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  入会やリーダー職への就任において困難や妨げを経
験したことのない人は、自分にとって問題のない現状に
ついて話し合うことに戸惑いを感じるかもしれません。
一方で、自分に対等な機会が与えられていないと感じて
いる人にとっては、その思いを率直に伝えることで勇気
と自信につながる可能性があります。 
 
まずは、クラブで DEI に関するさまざまなトピックに

触れながら、会員が学び成長し、インクルーシブなクラ
ブづくりの重要性を理解できるようにしたいと思いま
す。  
 
全てのバリアーを取り除き、誰にでも等しい対応をす

ること。活躍する場所にする事。ロータリーの中核的価
値観の 1 つは多様性であります。特に女性に集点を当て
てもらいたいと思います。2022～2023 年度の RI 会長は
女性で初のジェニファー・ジョーンズ氏、我が第 2660
地区 宮里ガバナーもはじめての女性です。 
 
クラブの事業に積極的な参加こそが会員の維持にと

って重要であり、会員がロータリーに何を期待するかを
尋ねた上で、果たしがいのある責任を会員に与えること
が必要だとＲＩ会長のジョーンズ氏は述べます。 
 
「ロータリーでの参加型の奉仕、人間的成長、リーダ

ーシップ開発、生涯にわたる友情こそが、目的意識と熱
意を生み出します」「ロータリーは、つながりを生かし
て協力関係を深め、新たなパートナーシップを構築して
いく必要がある」とジョーンズ氏。「ロータリーでは、
それをあらゆるレベルで行うことができます」「すべて
の会員は、尊重をもって扱われ、友情と奉仕の平等な機
会、そして、発言する平等な機会を持つ権利があります」 
「ロータリーでの私たちの中心的な役割は、各会員の参
加を促すための適切な”部品”を見つけること」とジョ
ーンズ氏。 
 
詰まるところ、大切なのは会員にとっての心地よさと

配慮です。「地元の人はみんな同じ文化と価値観をもっ
ている」「日本は単一民族国家である」という誤解によ
り、「言わなくても常識でわかる」「皆が自分と同じよう
に考えている」という思い込みが生まれます。しかし、
外見からはわからなくても、人はそれぞれ違うアイデン
ティティ、信条、文化、考え方をもち、異なる問題を抱
えています。 
 

〇真実かどうか 
自分自身また互いに誠実であることによって、信
頼、尊重、友情が生まれます。 

〇みんなに公平か 
異なる考え方に配慮し、「ほかの人にどのような影
響をもたらすか」と考えます。 

〇好意と友情を深めるか 
ロータリーでは友情が重視され、力を合わせて活動
するときに大きな力を発揮します。 

〇みんなのためになるかどうか 
影響を受ける人たちについて考え、不意に悪影響を
与えることにならないか検討します。 

 
私たちには皆、夢があります。しかし、そのために行

動するかどうかを決めるのは私たちです。 
 

リソースと才能を寄せ合い、熱意をもって一緒に取り
組むことで、一人でできることよりもはるかに大きなこ
とを成し遂げることができます。私たちはロータリーで
つながります。 

 

 

◎幹事報告 

・6/21 付で退会された髙木様が、6/27(月)事務局へお
見えになられました。「会社の引継ぎ等でバタバタし
て会員の皆様へ最後にご挨拶ができず申し訳ござい
ませんでした。会員の皆様へよろしくお伝え下さい。」
とお土産を頂戴しております。後方テーブルに置いて
おりますので、ご自由にお持ち帰り下さい。 

 
 
◎委員会報告 
〇クラブ運営委員会           山室 匡史 
・情報集会と新入会員歓迎会を開催致します。回覧を回
します。多数の皆様のご参加宜しくお願い致します。 

【日 時】2022 年 7 月 23日(土)  
      情報集会 17：00～ 

新入会員歓迎会 18：00～ 
【場 所】山水館 
【会 費】10,000 円 
【送迎バス】京都銀行高槻支店前 16：30 発 
 

〇2021-22 年度幹事           河合 一人 
・本日、2021-22 年度理事 ・役員の皆様に「決算理事会
開催のご案内」を配布しております。7/13(水)例会後
桃谷樓にて決算理事会を開催致しますので、ご出席賜
りますよう宜しくお願い致します。 

 
 
◎会長就任の挨拶            石田 佳弘 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高槻 RC 会長を拝命いたしました石田佳弘でございま
す。これから 1 年間よろしくお願い致します。 

 
そして今日の日の為にわざわざ駆けつけて頂きまし

た高槻東ロータリークラブの浜田会長、井上幹事、高槻
西ロータリークラブの片山副会長、岩谷幹事、誠にあり
がとうございます。 

 
私は今年度、地区大会の成功とクラブでの会員増強、

それと親睦に力を注いでまいります。と言いますのは現
況コロナ禍では人数が減るばかりでこれ以上減ってし
まえば運営そのものを考えなくてはいけません。 

 
 何より本日、ご入会いただいた、外窪様、井上様、来
村様、守田様、高槻ロータリークラブへようこそお越し
くださいました。 
 
「四つのテスト」を大切にしているロータリー会員

は、「みんなに公平」であることを心がけています。イ
ンクルージョンの文化を培うことは、公平さを実践する
ことでもあります。「多様性、公平さ、インクルージョ
ン」（Diversity、Equity、Inclusion＝DEI）についての
対話は、そのための第一歩となります。 

 
DEI については、会員からさまざまな意見や反応があ

るでしょう。 
 

 
 

 

https://my.rotary.org/ja/guiding-principles
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◎幹事就任の挨拶            長山 正剛 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
「幹事を」と言われたとき、正に青天の霹靂とはこう

いうことだと体験しました。暫く呆然としたことを覚え
ています。果たして自分で出来るのか、石田会長にご迷
惑をかけないかと思い悩んでおりました。 
 
歴史と伝統の高槻ロータリークラブ。常々高槻ロータ

リークラブの歴史と伝統はどこにあるのかと考えます。 
 
本日の例会は 3279 回目。毎日例会を開いたとしてお

よそ 9 年かかります。現会員数を 40 名として 3279 回を
掛けると、延べ 13 万人の皆さんが例会に集った事にな
ります。高槻ロータリークラブの歴史は 69 年間の会員
皆さん一人一人の延べ 13 万人の想いと経験がこの例会
に詰まっていると思います。 
本年ガバナー補佐をお務めいただく伊藤会員が 7 月

度のガバナー月信でこう述べられています「100 年の時
を過ごされた先輩ロータリアンの方々が、岐路に立つご
とに最善の選択をされた先にあるのが今の私達です」
と。とても心に響きました。 
 
高槻ロータリーの 69 年間、先輩諸兄によりその時々

の最善を考え、様々な事業や親睦活動が行われてきたと
思います。成功したこともあれば、そうでなかったこと
もあるかもしれません。重要なのは皆さまが最善を尽く
した 69 年です。そうした想いに高槻ロータリークラブ
のＤＮＡとして、伝統が宿っているのではないかと思い
ます。 
 
石田会長は重点目標に「地区大会の成功」、「親睦」、

「会員増強」、「SDGs」をあげられました。当クラブが
ホストを務める地区大会は、高槻ロータリークラブのこ
れからの長い歴史の中で語り続けられるイベントとな
ると思います。 
「親睦」と「会員増強」は表裏一体。親睦を通じてク

ラブの活力を底上げする事が増強につながると私は理
解しました。「SDGs」は持続可能な社会を作るというロ
ータリーにとって相応しい試みだと思います。幹事とし
て４つの目標の実現に尽くしたいと思います。 
 
コロナ禍の夜明け、ウクライナ戦争と歴史の転換点で

あり、創立 70 周年の前年というこの大切な年度。より
にもよって「長山が幹事で大丈夫か」と皆様にご心配を
お掛けしていると思います。私自身が一番そう思ってい
るので間違いないところです。 
また絶対に失敗は許されない地区大会の年に、いかに

も失敗しそうな私が幹事で、大変申し訳なく思います。
誠に頼りない幹事ではありますが、理事役員の皆様、メ
ンバーの皆様のご厚情をもって、何とか職務を全うした
いと思います。 
何卒本年一年よろしくお願いします。ありがとうござ

います。 
 

 

 

 

 

 

ロータリークラブでは、さまざまな文化的背景をもつ
人びとが集まってアイデアを交換し、友情を培い、それ
ぞれの職業的スキルや知識を生かして変化をもたらす
活動を行っています。ロータリーで自らも成長できま
す。ロータリーでは、さまざまな職業の人との交流と意
見交換を通じて視野を広げることができます。 
 
またクラブの例会やプロジェクト、募金活動や交流行

事など、人として、また地域社会やグローバル社会のリ
ーダーとして、自分の見識とスキルを向上させる多くの
機会が得られます。そしてロータリアンは日々、熱意、
高潔性、知性を発揮して、末永い変化をもたらす人道的
プロジェクトに取り組んでいます。地域社会が直面する
課題に持続可能な解決策をもたらすために、粘り強く活
動していきたいと思っております。 
 
私たちロータリアンは、世界で、地域社会で、そして

自分自身の中で、持続可能な良い変化を生むために、人
びとが手を取り合って行動する世界を目指しています。 
全会員が共通の理解をもち、扱いにくい話題もオープン
に話し合える環境を整えることが大切です。会員が自分
の体験について率直に話し、尊重の念をもってほかの会
員の話に耳を傾けることが、インクルーシブな文化を築
くという目標に欠かせません。 
 
昨日のことをイマジン（想像）する人はいません。そ

れは未来を描くことです。 
 
歴史と伝統のある高槻 RC。2660 地区では 4 番目のク

ラブです。西日本でも 26 番目の認証されたクラブです。
その高槻 RC、来年度は 70 周年に当たります。そのプレ
になる 69 周年、1 年間しっかりと運営して周年の時の
河合エレクトに引き渡していく所存でございます。 
 
また全世界が取り決めた SDGs の 17 の目標と照らせ

合わせて事業の組み立てをしていきたいと思っており
ます。 
 

一つの小さな行為が大きな変化をもたらすことがあ
ります。ロータリアンは行動する人たちです。その行動
が大きな変化をもたらします。 
 
最後になりましたが、この６８年間で高槻ロータリー

クラブからガバナー補佐が２名輩出されました。岩井
氏、そして松尾パストガバナー補佐。そして本年度３人
目のガバナー補佐が誕生しました。伊藤会員です。伊藤
会員がガバナー補佐を今年度お務めいただく事は、高槻
ロータリークラブにとって大変名誉なことだと思いま
す。伊藤会員に改めて大きな拍手をお願いします。 
 
私たち高槻ロータリークラブ全員で伊藤会員を支え

なくてはなりません。またガバナー補佐のお力を借りな
がら、地区大会実行委員長の浜田会員をはじめとする委
員会の皆さん、地区幹事団の皆様とともに、メンバー全
員で地区大会の成功を目指したいと思います。 
 
理事役員の皆様に支えられて 2022-2023 年度を 1 年

間運営していきたと思っております。 
 

選挙の為、この会場を急遽用意して頂きましたホテル
アベストグランデ高槻さんに感謝いたします。 
  
何かとご負担をおかけするかと存じますが、何卒皆さ

まのご協力、ご指導、ご鞭撻、宜しくお願い致します。 
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2022-2023 年 度 例 会 プ ロ グ ラ ム 

     

月 日 内  容 例会後の行事 備  考 

7

月 

13 
記念月御祝/各委員長活動計画発表 
地区大会実行委員会報告 

決算理事会   

20 国際大会報告/委員会例会 地区大会実行委員会   

27 卓話（赤羽君）   ＊クラブ研修委員会 

8

月 

3 記念月御祝/卓話卓話（浜田哲君） 定例理事会 会員増強/新クラブ結成推進月間 

10 定款による休会(祝日を含む週）   IAC 国内研修(8/2・3） 

17 私の履歴書     

24 私の履歴書 地区大会実行委員会   

31 地区大会実行委員会報告/卓話（江澤君）   ＊クラブ組織委員会 

 

・石田会長、長山幹事、一年間どうぞ宜しくお願い致し
ます。本日入会の 4 名の新入会員の皆様共に歩んでい
きましょう‼               浦中君 

・石田会長、長山幹事はじめ新理事・役員の皆様、一年
間よろしくお願いいたします。       内本君 

・石田執行部の発足を祝して。        山口君 
 

              本日の合計   ￥ 123,000-  
    7/1 よりの累計   ￥ 123,000- 
  

◎R 財団への寄付（年次） 
藤井 敏雄君 ￥ 5,000- 浜田 厚男君 ￥ 5,000- 
羽根田茂子君 ￥ 5,000- 石田 佳弘君 ￥ 5,000- 
伊藤 智秋君 ￥22,000- 河合 一人君 ￥10,000- 
川面 智義君 ￥ 5,000- 内本  繁君 ￥ 5,000- 
山口  誠君 ￥ 5,000- 

 
本日の合計   ￥   67,000- 

         7/1 よりの累計   ￥   67,000- 

一人当たり平均      ＄11.73 

 

◎R 財団への寄付（ポリオ） 
入谷 治夫君 ￥ 5,000- 伊藤 智秋君 ￥ 8,000- 
大木 城司君 ￥ 5,000- 浦中 郁文君 ￥ 5,000- 

 
本日の合計   ￥   23,000- 

         7/1 よりの累計   ￥   23,000-     
           一人当たり平均       ＄4.03 
 
◎米山奨学会への寄付  
石田 佳弘君 ￥ 5,000- 伊藤 智秋君 ￥30,000- 
大木 城司君 ￥ 5,000- 

 
本日の合計  ￥   40,000- 

          7/1 よりの累計  ￥   40,000-      
                会員より  ￥   40,000-      
               ｸﾗﾌﾞより    ￥       0- 
                  一人当たり平均   ￥     952- 
 
◎青少年育成基金への寄付 

大木 城司君 ￥ 5,000-  
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ニコニコ箱報告 
・誕生記念内祝   長山君（ありがとうございます。） 
・ご家族のお喜び  光本君（6/29 3 人目が生まれまし

た。大望の長男です。） 

・石田さんがんばって下さい。羽根田さんお疲れ様でし
た。新入会員の皆様歓迎します。      藤井君          

・新年度最初の記念すべき例会に当ホテルをご利用頂
きまして誠に有難うございます。      拝郷君 

・石田会長、長山幹事、一年間宜しくお願いします。 
橋本君 

・石田会長、長山幹事、一年間お世話になります。 
羽根田君 

・外窪さん、井上さん、来村さん、守田さん、ロータリ
ーへようこそ‼              飯田君 

・新入会員の皆様入会おめでとうございます。 入谷君 
・浜田会長、井上幹事、片山副会長、岩谷幹事、ようこ
そお越し下さいました。外窪様、井上様、来村様、守
田様、ロータリーへようこそ。今年一年間宜しくお願
い致します。               石田君 

・石田会長、長山幹事はじめ今年度理事・役員の皆様よ
ろしくお願い致します‼          河合君 

・石田会長、理事・役員の皆様本年よろしく。 川面君 
・新入会員の皆様今後共よろしくお願いいたします。 

小阪君 
・石田会長、長山幹事、一年間高槻 RC の良き舵取りよ
ろしく。                 倉本君 

・石田会長はじめ理事・役員の皆様、一年間よろしくお
願い申し上げます。頑張って下さい。    松尾君 

・外窪さん、来村さん、守田さん、井上さん、ご入会お
めでとうご座居います。          松下君 

・頼りない幹事ですが皆様のご厚情をもって何卒一年
よろしくお願い致します。         長山君 

・外窪様、来村様、井上様、守田様、高槻ロータリーク
ラブへようこそ。             長山君 

・石田会長始め役員の皆様一年間ガンバッテ下さい。 
西田君 

・クラブ運営委員会プログラム担当です。卓話のご協力
お願い致します。             齋藤君 

・石田会長、長山幹事並びに理事・役員の皆様これから
の一年がんばって下さい。         清水君 

・石田会長はじめ役員の皆様、一年間宜しく御願い致し
ます。                  篠原君 

・新入会員の皆様おめでとうございます。   大木君 
 

 
 
 
 
 


