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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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高槻ロータリークラブ 

 

  
 
◎ 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 

    臨時理事会 

地区大会実行委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3281.回 本日（7/20）の例会 

 

 
 
◎ ソング・・・我等の生業 
◎ 卓話  赤羽 卓君 

「 SDGs について 」 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3282 回 次週（7/27）の例会 

会員数 出席者数 出席率 

46 名 37 名 86.05 ％ 

前々回例会補正後出席率  97.73 ％ 

但し、 Mup 1 名   欠席者 1 名 

出席規定摘用免除有資格者 1 名 

 

 

 

 

 

 

 

◎ゲスト・ビジター             計 0 名 
 
◎出席報告 

先週（7/13）の例会から 

）の例会から 

◎会長の時間 

 

こんにちは 
今年度２回目の会長の時間です。 

よくロータリークラブとライオンズクラブが比較に
出されますが、今日はロータリーとライオンズクラブの
ちがいについてお話させて頂きます。 

最初にロータリーとライオンズにまつわるいくつか
のエピソードをご紹介させて頂きます。 
① ライオンズの創始者メルビン・ジョーンズはＲＣの

会員だった？ 
こういう噂が昔からあるのですが、これは嘘です。 
私も信じていました。元ロータリーの会員で考え方に

ちがいでＬＣを設立したと思っていました。 
実はメルビン・ジョーンズがＲＣの会員であったとい

う記録は残っていません。 
ジョーンズが入っていたのは、シカゴ・ビジネス・サ

ークルという、当時よくあった、会員間の相互扶助を図
る組織でした。 

ジョーンズはこのサークルのあり方にあきたらず、
「仕事の問題を超えて、地域や世界をよりよくするため 
 

 

 

 

6 月度皆出席表彰 
 

 松尾 浩 君     通算  9 年 

井前 憲司君     連続  8 年 

羽根田茂子君    通算  7 年 

 浦中 郁文君     連続  3 年 

 

 
◎米山功労者表彰 

 

浜田 厚男君   第 1 回米山功労者 
 

西田 直弘君   第 9 回米山功労者 
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に貢献していくべきだ」と社会奉仕をやるために、ライ
オンズを設立したそうです。 
ロータリーが会員間の相互扶助や親睦を旨とする社

交クラブから、地域社会への貢献を目指す奉仕クラブへ
発展していった経緯と似ています。 
➁ メルビン・ジョーンズはポール・ハリスと同じ墓地

に葬られている。 
これは、本当です。 
シカゴ近郊のマウント・ホープ墓地に二人は葬られて

います。 
墓地の「正面ゲートの右には“ポール・ハリス記念の

地”と記されたロータリー・マークがあり、寄しくも正
反対の左門扉にはライオンズクラブのマークと創始者
メルビン・ジョーンズのプレートが掛かっているそうで
す。」（曽我ガバナー月信2005年8月号より） 
③ ポール・ハリスの弟レジナルド・ハリスの話 
ポールは５人兄弟で、ポールは次男、レジナルドは末

っ子でした。 
「一番下の弟レジナルドは数奇な人生を歩みます。 
国際ライオンズの文献によれば、1905年2月23日、ロ

ータリーの最初の会合が開かれた際、その場所にレジナ
ルドが同席しており、ロータリー最初の会合は４人では
なく５人であったと記載されています。 
その後レジナルドはララミー・ロータリークラブの副

会長を経て、国際ロータリーの事務局に務めますが、
1930年に国際ライオンズに移り、カリフォルニアやネバ
ダのロータリー組織に壊滅的打撃を与えます。 
1932年にロータリアンだったフーバー大統領(共和

党)が破れて、民主党のルーズベルトと代わったために、
民主党を支持していたライオンズの勢力が一気に盛ん
になるという出来事が起こります。 
その影響をうけて、ララミー・クラブの副会長を務め、

その後RI事務局に勤務していた、ポール・ハリスの弟レ
ギナルド・ハリスが、1932年にロータリーからライオン
ズに鞍替えするという事件が起こります。  
1927年から1932年までの間、レギナルドはロータリー

の場で働きましたが、「勝ち馬に賭けること」を欲した
彼は、ライオンズに移籍した訳です。 
レギナルド・ハリスはライオンズ第４地区幹事になっ

て、カリフォルニア州、ネバダ州のロータリーの会員を
大量にライオンズに転向させたことなどが分っていま
す。  
前述のシェルドンの退会、レギナルドの転向に加え

て、この年度から起こったシカゴ・クラブ会員の大量の
退会は、決して不況のせいだけではなく、共和党から民
主党への政権交代、ニューディール政策による企業の国
家管理などのいろいろな要素が複雑にからみあったも
のではないかと想像されますが、これを解くような資料
は一切残されていません。 
さて、今日の本題の、ロータリーとライオンズのちが

いについてですが『ウィキペディア』によれば、「ロー
タリークラブ」の項目には「世界初の奉仕クラブ団体」
とあります。 
「ライオンズクラブ」とは、「世界最大の社会奉仕団

体」「ライオンズクラブ国際協会に所属する単位クラブ」
とあります。 
ちなみに、ライオンズはロータリー創立の12年後の

1917年に創立。 
現在ロータリーは、34,000弱のクラブ、122万人の会

員。 
一方、ライオンズは49,000クラブ、140万人の会員で

す。 
 

 

 

 

 

 

『ウィキペディア』の記述には続きがあります。「社
会奉仕活動をロータリークラブ（国際ロータリー）のよ 

うに職域や個人で行うだけでなく、チームワークを発揮
して行うことによって有意義な効果をあげるようにと、
ロータリークラブから分裂する形で組織された団体で
ある。」 

実はこの中に間違いが２か所あります。 
１か所は「ロータリークラブから分裂する形」とあり

ますが、これは、先ほどそうではないと申し上げました。 
もう１か所は、「社会奉仕活動をロータリークラブ（国

際ロータリー）のように職域や個人で行うだけでなく」
という部分。 

このほうが重要な誤解です。 
私たちロータリアンの中でも、ロータリーは“ I 

serve”「個人奉仕」だ、とおっしゃる方が多いのです。 
これは、ライオンズのモットー“We serve”と比較し

たとき、ライオンズとは違うロータリーの「奉仕」の特
徴を示す言葉としてロータリアンの間で多用されてき
ました。 

確かに“We serve”は、ライオンズの名前の由来とさ
れるスローガン Liberty, Intelligence, Our Nations 
Safetyと一緒に掲げられているライオンズの唯一（？）
の公式モットーです。 

ところが“I serve”という言葉は、ロータリーの公
式文献のどこを探しても出てきません。 

ライオンズからは、ロータリーは「社会奉仕活動を職
域や個人で行うだけ」と見られているようです。 

が、もちろんロータリーは団体での奉仕活動を否定し
ていません。 

でなければ、米山記念奨学会も、ポリオ・プラスも、
そして、各ＲＣの国際奨学生制度も行われなかったでし
ょう。 

“I serve”という言葉がロータリーの「奉仕」の本
質を表しているとはいえまん。 

ライオンズには「職業奉仕」の概念がない？とおっし
ゃる方もいます。 

確かにライオンズには「職業奉仕」という言葉はあり
ませんが、職業倫理を謳った立派な「道徳綱領」があり
ます。 

それでは、ロータリーとライオンズの一番の違いは何
でしょうか。 

ライオンズクラブ国際協会のウェブサイトを見ると、
「ライオンズの奉仕」という項目があります。この英語
ページでは“Our Work”となっていました。 

そして、その項目ページのタイトルが、「他のどんな
奉仕クラブ組織よりも多くの場所でより多くのボラン
ティア活動を」と謳われているのです。 

ライオンズのモットー “We serve”の「サーブ」は
動詞形です。 

そして、ライオンズクラブでの奉仕活動は“Activity”
「活動」と呼ばれています。 

ライオンズの「奉仕」は、活動をすることに主眼があ
るようです。 

これに対して、ロータリーは、初期ロータリーの頃か
らサービスのあり方、質を追求してきました。 
以上です。 
これで会長に時間を終わらせて頂きます。 
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  ◎委員会活動計画発表 
〇SAA                  丹野 亮 
・新入会員が打ち解けやすいような明るい例会進行を
心掛け、出席率向上とニコニコほかドネーションをお
出し頂きやすい雰囲気作りを目指します。 

 
〇クラブ運営委員会       委員長 山室 匡史 
●親睦活動 
【毎月行事】 
・誕生記念、結婚記念、入会記念の披露とお祝いを実施
する。 

【年間行事】 
・できるだけ多くの会員が参加できるような行事を企
画し、会員相互の親睦と併せて、家族も楽しめる行事
を行う。特に、入会３年未満の会員には全ての行事に
ご参加いただくように努める。 

  ・夏秋の親睦行事 ・・ BBQ もしくは紅葉狩り 
  ・冬の親睦行事 ・・・ 忘年家族例会  
  ・春の親睦行事 ・・・ 観桜会 
  ・その他の行事 ・・・ 新入会員歓迎会（随時） 
●プログラム 
【委員会例会】 
・委員会テーマの共有と活動促進のため、委員会例会と
する。 

【地区大会準備】 
・原則として第４週目の例会に地区大会準備の進捗の
報告と協議の場にする。 

【卓話】 
・市長、警察署長、消防署長などの公共関係者の外部卓
話を行う。 

・外部卓話の依頼（地区の卓話銀行の活用も検討する） 
・各委員会の活動報告 
（国際大会、海外クラブ訪問、ＩＡＣ、いのちキラキ

ラ食栽活動等） 
・できるだけ多くの会員が卓話を行うように構成する。 
●会報・広報 
・週報は引き続きメール配信 
(希望者にはペーパーで配布) 

・クラブの活動を広報するため、委員会活動やイベン
ト、例会風景などをＨＰにアップする。 

・マイロータリーの登録率目標 85％ 
 
〇クラブ組織委員会      委員長 大木 城司 
・今年度の増強計画は、現在の会員数から純増５名を目
標とする。 

・魅力あるクラブ作りこそが、会員拡大、増強の最大の
要であることを認識し、会員全員が増強に取り組む意
識を高める。 

・入会希望者への迅速な対応 
・退会者防止の強化 
・幅広い職種への拡大（年齢、職種を問わない） 
・女性会員の増加 
１．会員増強会議（年 3 回目標） 
  理事及び各委員会１名以上の出席要請 
  会員全員の増強に対する意識を高める。 
２．二人三脚例会開催（外部卓話） 

食事代 2,000 円×15 名=30,000 円 
３．入会向け資料配布（事務局に有る在庫を使用） 

 

 

◎幹事報告 

・先週の今年度初例会のニコニコ箱の金額を訂正させ
て頂きます。例会時には 283,000 円と報告しておりま
したが、258,000 円に訂正致します。理由は昨年度 11

月の理事会にて「新入会員のクラブ統一ジャケットに
係る費用は、既存会員よりお祝いとして新入会員 1 会
員あたり 1,000 円程度の資金を募り、クラブ統一ジャ
ケットをプレゼントする」というのが理事会決定でし
た。詳しく説明できず前回の例会時にこの主旨込めて
ニコニコ箱へ入れて頂いた方がいらっしゃいました
ので、その分を差し引かせていただきました。改めて
本日、新入会員の皆様へクラブ統一ジャケットをプレ
ゼントするという主旨でのお祝い金を募ります。回覧
を回しますので、今回は 4 名の新入会員となりますの
で、5,000 円位して頂けると助かります。宜しくお願
い致します。 

・7 月ロータリーレート 1 ドル：136 円 
・守口イブニング RC より「創立 20 周年記念誌」が届い
ております。後方テーブルに置いておりますのでご覧
下さい。 

・新入会員の 4名の皆様の会員手帳用のシールを本日例
会ポケットへ配布しております。ご自身がお持ちの会
員手帳へお貼り下さい。宜しくお願い致します。尚新
入会員の皆様はしばらくスポンサーと一緒の席にな
りますが、皆様積極的に声をかけて頂いて交流を深め
て頂きたいと思います。宜しくお願い致します。 

 
 
◎委員会報告 
〇社会奉仕委員会           西本 恵美子 
・大阪府健康医療生活衛生室 薬務課 麻薬毒劇物グル
ープより「薬物乱用防止『ダメ。ゼッタイ。』国連支
援募金」のお願いが届いております。この募金活動は、
公益財団法人 麻薬・覚せい剤乱用防止センターが実
施しており、地球規模での薬物乱用防止に関する理解
と認識を高めるとともに、善意の浄財を募り、開発途
上国で薬物乱用防止活動に従事している民間団体の
活動資金として国連を通じて支援致します。募金箱を
回しますので、ご協力をお願い致します。 

 

〇青少年奉仕委員会           篠原 光子 

・関西大学・大阪医科薬科大学医工薬連環科学教育研
究機構より「自由研究コンテスト 2022～めざせ！集
まれ！未来の科学者！～」のチラシとポスターが届
いております。チラシは本日会員の皆様に配布して
おります。ポスターには限りがございますので、必
要な方は事務局までお問合せ下さい。宜しくお願い
致します。 

 
 

 

◎7/13 卓上花 
  
ヒメヒマワリ ······ 憧れ 
ハ イ ブ リ ッ ド ス タ ー チ ス

 ······ お茶目 
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   〇クラブ研修委員会        委員長 松尾 浩 
●R 情報・雑誌 
・「ロ－タリーの友」を毎月第 3 例会の時に推薦記事を

紹介する。 
・ロ－タリ－の歴史観やロータリ－活動に対して認識

を再発見できる情報を会員に提供できるようにする。 
●研修 
・3～4 ヶ月に 1 度、情報集会を開催してクラブの取り

組む課題や会員が共有すべき情報を提供して自由討
論して活気のあるクラブ運営に役立つものにする。 

・炉辺会合を年 2～3 回を開催して新会員との交流、会
員間の親睦、情報交換を自由討論していく場として活
動できるようにする。 

・新入会員のオリエンテーションでロ－タリ－の目的、
会員の義務、ロータリアンしての心構えなど重要な事
項を新入会員に対して説明していく。 

・会員に対してロ－タリ－情報、RI、地区の提唱する事
項を会員間で情報共有できるように努める。 

●規定 
・国際ロ－タリ－の規定・規約の変更事項が行われた時

には速やかに会員に情報提供していく。 
 
〇職業奉仕委員会        委員長 藤田 貴子 
１. 創業記念月の御祝い（毎月） 
２. 職場見学又は外部卓話 
３. 優良従業員表彰 
 
〇社会奉仕委員会       委員長 西本 恵美子 
１. いのちキラキラ食栽活動 

高槻市立幼稚園に於いて園児と保護者が一緒に野菜
作りを体験する。土づくり、種や苗を植え、日々の水
やりや手入れ、日々観察し記録し、収穫し、食する。
野菜と共に園児も成長する事を楽しみ、時には苦労を
体験する事によって、世界的な社会問題であるフード
ロスや食糧不足などに対応できる人材を育成する一
助とする。 

２. クリーンハイク参加 
 高槻市主催のクリーンハイクに参加する。高槻市在住

の方々と協力して､市内を清掃しながらハイキングを
行うことで、もっと高槻ＲＣを知って頂くと同時に、
世界的な社会問題であるゴミの削減に関心を持って
頂くよう推進する。また水分補給の為のマイボトルを
持参してペットボトルゴミを出さないアピールもす
る。 

３. 献血活動 
 献血に協力したり、献血への協力を呼びかけること

で､献血活動を促進する。更に献血に協力することで､
人が人の命を救うことができるということの重みを
再認識し、戦争のない世界､平和な世界を目指す一助
とする。またインターアクトにも協力を呼びかける｡
前回の献血活動では、95 人もの献血者があり、これは
大阪府の献血車中 1 位の人数であり、今回は 100 人を
めざす。 

４. 高槻シティハーフマラソン支援 
 ポイントスタッフとして、コース上の警備および負傷

者の救護および清掃活動の支援をすることで､スポー
ツで競い合うことを推進し､戦争のない世界､平和な
世界を目指す一助とする。インターアクトにも協力を
呼びかける。 

以上 1～4 の活動により、世界中で当たり前になりつつ
ある取り組みである SDGs（サスティナブル・デベロップ
メント・ゴール）（持続可能な開発目標)を更に推進し、
近年ＲI が推奨する DEI(ダイバーシティ・エクイティ・
インクルージョン）（多様性･公平性・包括性)を重視す
ることで、更に SDGs の取り組みを充実させる。 

 

〇国際奉仕委員会        委員長 小阪 大輔 
●国際交流 
・友好クラブ、ブキビンタン RC との交流の維持。 

105,500 円 
・アンコールＲＣの GG 活動への共同提唱。

200,000 円  
・国際大会（オーストラリア・メルボルン）への参加要

請。100,000 円 
●R 財団 
・R 財団への理解を即す：１人あたり年次基金へ＄150

以上、恒久基金へ＄30 以上、ポリオプラス基金へ＄50
以上の寄付を呼びかける。 

●米山奨学 
・米山記念奨学会の活動を PR して、1 人あたり 30,000

円以上の寄付を呼びかける。 
 
 
 
〇青少年奉仕委員会       委員長 篠原 光子 
１．学校・地区と連携を図り、大阪医科薬科大学付属高

槻中学校・高等学校インターアクトクラブを支援サ
ポートする。 
特に地区が主催する行事に当委員会メンバーが参
加すると共に、インターアクトクラブの例会や活動
にロータリーメンバーの参加を促し、必要に応じて
適宜アドバイスを行うなどして、活動がスムーズに
運営されるように努める。 

(１)地区インターアクトクラブの主な年間行事予定 
2022.7   国内研修オリエンテーション 
2022.7   地区・スポンサークラブ・IAC・IAC 顧問 

による合同会議 
2022.8   国内研修 
2022.8   地区・スポンサークラブ・IAC・IAC 顧問 

による合同会議 
2022.8   クラブ青少年奉仕委員会合同委員会会議
2022.12  年次大会 
2022.12  地区・スポンサークラブ・IAC・IAC 顧問 

による合同会議 
2022.3   地区・スポンサークラブ・IAC・IAC 顧問 

による合同会議 
2023.3   活動報告書「スクラム」発行 
2023.6   新入生歓迎会 

(２)大阪医科薬科大学付属高槻中学・高等学校インター 
アクトクラブの例会毎週木曜日 15:30～16:30 に
年数回出席する。 

(３)当クラブの社会奉仕事業の活動内容に応じて、イン
ターアクトクラブが参加して活動できるように配
慮する。 

２．大阪医科薬科大学付属高槻中学・高等学校インター
アクトクラブが行う事業において、協力出来ること
などがあれば適宜参加協力する。 

３．従来通り関西大学・大阪医科薬科大学医工薬連環科
学教育研究機構の小・中学校の「自由研究コンテス
ト」への支援をする。 
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◎R 財団への寄付（年次） 

石田 佳弘君 ￥ 5,000- 河合 一人君 ￥10,000- 
松下 浩章君 ￥ 5,000- 西本恵美子君 ￥10,000 
白石 純一君 ￥ 5,000- 

 
本日の合計   ￥   35,000- 

         7/1 よりの累計   ￥  102,000- 

一人当たり平均      ＄17.88 
 

◎R 財団への寄付（ポリオ） 
 

本日の合計   ￥      0- 
         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  
中西美代子君 ￥ 5,000- 内本  繁君 ￥ 5,000- 

 
本日の合計  ￥   10,000- 

          7/1 よりの累計  ￥   50,000-      
                会員より  ￥   50,000-      
               ｸﾗﾌﾞより    ￥       0- 
                  一人当たり平均   ￥   1,190- 
◎青少年育成基金への寄付 

内本  繁君 ￥ 5,000-  
 

本日の合計  ￥    5,000-      
7/1 よりの累計  ￥   10,000- 

 

 

 

 

 

 

◎地区大会実行委員会報告        大木 城司 
・今年度の地区大会は高槻 RC がホストとしての開催と
なりますので、現在準備を進めております。先程各テ
ーブル毎に 1 枚地区大会のチラシをお配り致しまし
たが、このチラシを 2660 地区の全クラブに発送する
ところまで進んでおります。皆様 12 月 16 日(金)・17
日(土)は予定を空けて頂き、地区大会に参加すると共
に、当クラブがホストクラブですので、色々な役割分
担を改めて各委員長から御願いする事になると思い
ますので、御協力をお願い致します。地区大会 PR 日
程表も各テーブル毎に 1 枚お配りしておりますが、地
区大会の PRは基本ガバナー公式訪問に合わせての PR
となりますが、締切の関係上このリストに掲載のクラ
ブには我々が PR に行かなけれなりません。この一覧
に目を通していただいて、職場やお住いの近くのクラ
ブや昔地区に出向していて知り合いの方が所属して
いるクラブなどがございましたら、是非とも一緒にPR
に行っていただければと思います。また改めてお声が
けさせていただきますので、皆様のご協力宜しくお願
い致します。 

 
 
◎ニコニコ箱報告 
・誕生記念内祝   赤羽君（ありがとうございました。） 

           古川君（とうとう還暦になってしま 

いました。ですので今日は 

赤のちゃんちゃんこの代わ 

りに赤の勝負パンツを履い 

てまいりました。） 
入谷君、丹野君 

・結婚記念内祝   富川君 
・入会記念内祝   藤田君（ありがとうございます。勉

強いたします。） 
          飯田君（あっという間に 5 年です。） 

松下君（お祝い頂き有難うご座居ま 

す。） 
長山君、大木君 
白石君（遅くなりましたが、石田会 

長、長山幹事他皆様一年間 

宜しくお願いします。） 
丹野君、富川君、 
内本君（入会 10 年になりました。今 

後ともよろしくお願いいた 

します。） 
・創業記念内祝   西本君（創業記念のお祝いありがと 

うございます。）  

           大木君 
齋藤君（創業記念ありがとうござい 

ます。）  

富川君（固め打ちになってしまいま 

した。ありがとうございま 

した。） 

                内本君  
・コメント無し。                石田君 
・皆様 1 年間よろしくお願いいたします。   小阪君 
・石田会長始め役員の方今年一年よろしくお願いしま
す。                   中西君 

 

              本日の合計   ￥ 110,000-  
    7/1 よりの累計   ￥ 233,000-  

 

 

 


