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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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 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   

 

◎ 国歌・・・・君が代 
◎ ソング・・・奉仕の理想 
◎ 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 本日（7/6）の例会 

 

 
 
◎ 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 
◎ 例会後の行事 

    決算理事会 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3280 回 次週（7/13）の例会 

会員数 出席者数 出席率 

45 名 42 名 90.91 ％ 

前々回例会補正後出席率  97.73 ％ 

但し、 Mup 58 名   欠席者 1 名 

出席規定摘用免除有資格者 2 名 

 

 

 

 

 

 

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

先々週（6/22）の例会から 

◎会長の時間 
 
 今年度最後の例会となり、これが最後の会長の時間と
なりました。私が幹事の役目を務めましたのは 2015～
2016 年度、退会されました朝倉会長の時で、今から 6 年
前になります。 
この 6 年間で長いコロナ期があり、会員も退会される

方、新たに入会される方と変化があり高槻ロータリーク
ラブも変革をしてまいりました。まず､事業に関しまし
て新たに加わった事業もあり担当者の負担も多くなり
ました。先週の現クラブアッセンブリーで委員長さんの
報告を聞きまして、コロナ禍にもかかわらず、こんなに
多くの事業がなされたのかと改めて担当の委員会の皆
様に感謝とねぎらいの気持ちでいっぱいです｡ 
まず、SAA の藤田会員、時間配分が的確で例会がスム

ーズに進行されました。クラブ運営常任委員会の浦中委
員長、坂野会員の退会で入会 2 年目にも関わらず委員長
となり多くの事業をやり遂げてくださいました｡周りを
楽しくする才能を発揮されました。さすがお祭り男で
す。クラブ組織常任委員会の松下会員、新しい若葉色の
会員名簿の作成有難うございます｡そして 4 人の新入会
員の獲得有難うございます。クラブ研修常任委員会の西
田委員長、新入会員のオリエンテーション有難うござい
ました。小阪会員のロータリーの友のピックアップ発表
もよかったです｡職業奉仕常任委員会の藤松委員長､予
定された職場見学が中止になり残念でしたが優良従業
員表彰が出来ましてよかったです。社会奉仕常任委員会
の篠原委員長、いのちキラキラ食栽活動が中止になりま
したが献血活動事業は大阪府下で一番多くの献血者数
の協力者得ることが出来まして有難うございます。国際
奉仕常任委員会の飯田委員長、コロナの影響で多くの事
業が中止されましたが､米山奨学生のリュウさんを受け
入れ篠原会員が親身になってお世話くださいましたこ
とは国際親善に寄与したと思います｡青少年奉仕常任委
員会の浜田委員長は今年度最も忙しい委員長でした。イ
ンターアクト、地区大会の実行委員長として活躍されて
おります｡地区大会はこれからが本番です｡皆様のご協
力をお願いいたします｡最後に青少年育成基金特別委員
会の中西委員長､小中高校生の表彰と、高槻市少年少女
じ 
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ジュニアバンドの支援有難うございました。忘年家族例
会にはジュニアバンドの子供たちの演奏でコロナ禍の
中、久しぶりに笑顔があふれました。 
最後に会員の皆様おひとりおひとりに 1 年間のご協

力に感謝しまして最後の会長の時間を終わります。 
 
 
◎幹事報告 
・本日はございません。 
 
 
◎委員会報告 
〇青少年奉仕委員会           篠原 光子 
・「2022－2023 年度インターアクト国内研修のご案内」
が届いております。回覧を回しますので、多数の皆様
のご参加よろしくお願い致します。 

【日 時】2022 年 8 月 2 日(火)～3 日(水)1 泊 2 日  
【場 所】国際ロータリー第 2710 地区（広島） 
【費 用】61,530 円（旅行保険代含む） 
     ＊参加人数が増えると旅行代金変わります。 
【別途費用】1,200 円（IAC ポロシャツ代） 
 
◎国際奉仕委員会            光本 智輝 
・「米山奨学生学友会（関西）2021-22 年度会報 Vol.38」
が届いております。後方テーブルに置いておりますの
でご覧ください。 

 
 
◎会員の動き 
〇波々伯部 廣行会員 
・1991 年 1 月 16 日より 31 年 5 か月ご在籍でしたが、
一身上のご都合により 6 月末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。 

 
〇本多 了会員 
・1992 年 1 月 22 日より 30 年 5 か月ご在籍でしたが、
一身上のご都合により 6 月末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。 

 
〇片山 美智子会員 
・2000 年 1 月 5 日より 22年 6 か月ご在籍でしたが、一
身上のご都合により 6 月末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。 

 
 
◎退会のご挨拶           波々伯部 廣行 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◎退会のご挨拶              本多 了 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・この度 6月末をもちまして退会させて頂く事となりま
した。1 年前に心の中では退会を決めておりました。
昨年の 8 月に 30 分の卓話の時間をいただき、その時
に色々とお話させていただきましたので、本日は簡単
なご挨拶とさせていただきます。私は 1992 年 1 月に
入会し、30 年と半年が経ちます。在籍中は先輩諸氏に
大変ご恩になり、皆様方にも大変お世話になり、今日
に至りました事を感謝しております。本当にありがと
うございました。車の運転をやめた事、耳が遠くなっ
た事、やはり老いには勝てませんので、今のうちに退
会した方がよいと思い退会を決断致しました。知らな
い間に退会するよりは、皆様に最後のご挨拶をして辞
めていくのがよいと以前から考えておりました。皆様
方のご健勝とご活躍を祈念いたしましてご挨拶とさ
せていただきます。ありがとうございました。 

 
 
◎退会のご挨拶            片山 美智子 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・この度一身上の都合により退会する事を決断致しま
した。思えば 22 年前に清水会員と、今は亡き私の中
学校の恩師である今堀先生に入会を勧められ、何も知
らず入会致しました。高槻 RC 初の女性会員でしたの
で、とても緊張したことを覚えています。その当時の
ロータリークラブは典型的な男性社会でしたので、女
性が入会するのかというような雰囲気もありました。
しかしさすがにロータリーアンは紳士の集まりです
ので、私が横に座った時などはロータリーの事を色々
と教えていただき優しく接して下さいました。しばら
くはなかなか女性会員の入会がなく、女性会員は私一
人でしたが、伊藤さんを説得して入会してもらい、私
が入会してから 22 年かけて今は 7 名の女性会員が高
槻 RC に在籍されています。私の在籍中に、伊藤さん
と羽根田さんの女性の会長を 2 名輩出致しましたし、
来年は伊藤さんがガバナー補佐として頑張って下さ
いますので、私は何も思い残すことはなく、この辺り
が引き際かなと思い退会を決意致しました。皆様には
大変お世話になりました。皆様お元気で頑張って下さ
い。本当にありがとうございました。 

 

 

 

 

・ロータリーに関しては 31 年間務めさせていただきま
した。目が悪くなってしまったことともあり退会させ
ていただきます。今までありがとうございました。 
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   ◎会員の動き 

〇丸山 俊郎会員 

・1988 年 5 月 18 日より 32 年 1 か月正会員としてご在
籍でしたが、この度 6 月末日をもって名誉会員として
引き続きご在籍頂くこととなりました。今後も何卒よ
ろしくお願い申し上げます。 

 

〇小山 彰夫会員 

・2002 年 1 月 9 日より 18 年 6 か月ご在籍でしたが、
一身上のご都合により 6 月末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。 

 

◎会長退任挨拶           羽根田 茂子 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 今年度最後の会長の時間に続きまして会長退任の挨
拶となりました。一年間あっという間に終わったでしょ
うとよく言われますが、私にとりましては長く感じられ
た一年でした。会員の皆様がロータリーを楽しんでおら
れるか何時も気にかけながらひな壇に座っておりまし
た。それまで 1 会員としてロータリーに出席してはいま
したが、まさか会長を拝命するなんて夢にも思っていま
せんでしたので、ロータリーにつきまして不勉強さを恥
じました。そして猛烈にロータリーを勉強しました。ロ
ータリーは勉強すればするほど奥が深いです。ロータリ
ー精神の神髄、ロータリー活動の良さがわかると言って
よいかと思います。ポール・ハリスから始まって今年で
117 年続いている理由がそこにあると思われます。又、
会長の責務も勉強すればするほどその重さにつぶされ
そうになることが在りました。何とか 1 年やってこられ
ましたのは役員の皆様の温かい支援と会員の皆様の協
力の賜物と感謝いたしております。 
例会の後､新旧のクラブアッセンブリーの引継ぎがあ

りまして､私の会長としての責務がすべて終わります｡
最後にふつつかな会長を支えてくださいました河合幹
事､松尾副会長はじめ理事・役員の皆様そして事務局の
三浦様に感謝申し上げます。有難うございました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◎幹事退任の挨拶           河合 一人 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
皆様には改めてご挨拶を申し上げます。 
正確には、まだ期限を残していますので少し早い様で

すが、例会プログラムの関係で本日の退任挨拶となりま
す。 
過ぎ去ってみれば本当に早いものです。昨年 7 月 1 日

より今年度の幹事を拝命致しましたが、その役割もいよ
いよ 6 月末を以て任期満了となります。皆様 1 年間本当
にありがとうございました。 
実は、就任の際にもお伝えしていましたが、私は、物

事を迅速にこなせる訳ではありません。むしろその逆
で、何事もコツコツと愚直にしか出来ないタイプです。
ただ、そんな私が何とか職務を終える事が出来るのも、
会員の皆様をはじめ、羽根田会長、理事・役員の方々の
多大なご支援とご協力があったからです。また、事務局
三浦さんにも、大変お手数をお掛け致しました。皆様に
は、改めて心から感謝を申し上げます。本当にありがと
うございました。 
私は、高槻ロータリークラブに入会して 11 年になり

ますが、これまでの間、例会や親睦行事、また各委員会
活動や周年記念事業等、その時々の活動に於いて、本当
に多くの人達に支えて頂きました。そしてこれは、私に
とってかけがえの無い大切な財産となっています。今年
度、それらに加え、幹事として様々な活動を通じて、会
員の皆様と有意義な時間を過ごせた事、得難い貴重な体
験をさせて頂いた事は、また一つ、大切な財産が増えま
した。 
率直な感想として今思う事は、高槻ロータリークラブ

という場所は、様々な活動を通じて、「多岐に渡る参考
意見や衆知を集める場所」であり、同時に「多くの発見
や気付きを得て、自分を変える貴重な体験学習の場所で
ある」と改めて認識を深くしています。幸いにも今年度
の活動を通じて、より多くの体験学習の機会が得られた
事は、私にとって最も意義のある 1 年であったと確信し
ています。 
結びに当たり、在任中に数多くのご支援・ご協力を頂

いた会員の皆様、羽根田会長、今年度理事・役員の方々、
そして事務局三浦さんには、改めて心から感謝を申し上
げて、幹事退任の挨拶とさせて頂きます。皆様、1 年間
本当にありがとうございました。 
 

  

 



4 

 

 
◎ニコニコ箱報告 
・皆出席内祝   藤井君、長山君 
・会長、幹事、理事・役員の皆様、お疲れ様でした。波々
伯部さん、本多さん、片山さん、ありがとうございま
した。頼りない SAA でしたが、一年間ありがとうござ
いました。                   藤田君 

・年間出席優秀者をいただきありがとうございました。 
浜田厚君 

・一年間ご協力ありがとうございました。  羽根田君 
・羽根田会長、河合幹事、一年間有難うございました。 

橋本君 
・長い間お世話になりありがとうございました。 

波々伯部君 
・永らくお世話になりました。皆様のご活躍を念じてい
ます。                   本多君 

・年間出席優秀者表彰をいただいて。     入谷君 
・羽根田会長、河合幹事、役員の皆様お疲れ様でした。 

石田君 
・羽根田会長、河合幹事、お疲れ様でした。  伊藤君 
・長い間お世話になりました。今後の高槻 RC のますま
すの発展と会員皆様のご多幸を祈念致します。片山君 

・皆様、一年間本当にありがとうございました！河合君 
・表彰頂いて。               小阪君 
・羽根田会長、河合幹事、藤田 SAA、一年間お疲れ様で
した。                  倉本君 

・羽根田会長はじめ理事・役員の皆様、御苦労様でした。
次年度の理事・役員の皆様頑張って下さい。 松尾君 

・お祝い頂き有難うご座居ました。      松下君 
・羽根田会長、河合幹事をはじめ理事・役員の皆様、一
年間ありがとうございました。       長山君 

・羽根田会長を始め役員の皆様、一年間ご苦労様でし
た。                   西田君 

・波々伯部廣行さん、本多了さん、片山美智子さん、ロ
ータリーの退会本当に残念です。ロータリーでは大変
長い間お世話になりました。感謝しております。あり
がとうご座居ました。お体を大切にして下さい。 

西田君 
・孫（女の子）が出来ました。最高の幸せです。西田君 
・本年近畿管区警察局長より近畿交通栄誉賞受賞の喜
びに。                  西田君 

・本年大阪府知事より産業功労賞表彰受賞の喜びに。 
西田君 

・本年大阪国税局長並びに茨木税務署長より税と酒類
行政の発展の為、表彰受賞の喜びに。    西田君 

・100％出席表彰ありがとうございます。   西本君 
・ホームクラブ親睦会出席優秀者表彰頂いて。 

      大木君 
・羽根田会長をはじめ役員の皆様、一年間お疲れ様でし
た。                   篠原君 

・皆出席頂きありがとうございました。羽根田会長、河
合幹事、一年間ご苦労様でした。ありがとうございま
した。                  白石君 

・羽根田会長をはじめとする執行部の皆様、一年間ご苦
労様でした。クラブ運営委員会のメンバーの皆様あり
がとうございました。           浦中君 

・年間出席優秀者表彰をいただいて。羽根田会長、河合
幹事、理事・役員の皆様、一年間お世話になりまして、
ありがとうございました。         内本君 

・ホームクラブ親睦会出席優秀者表彰をいただきまし
て。                   山室君 

 

              本日の合計   ￥ 280,000-  
          7/1 よりの累計   ￥1,783,000- 

 

◎R 財団への寄付 
藤井 敏雄君 ￥ 5,000- 藤田 貴子君 ￥ 5,000- 
浜田 厚男君 ￥ 5,000- 羽根田茂子君 ￥ 5,000- 
飯田 哲久君 ￥10,000-（私は何もできませんでした 

が羽根田会長 1 年間ありがと 

うございました。） 
石田 佳弘君 ￥10,000- 伊藤 智秋君 ￥ 5,000- 
片山美智子君 ￥50,000- 河合 一人君 ￥10,000- 
松尾  浩君 ￥ 5,000- 松下 浩章君 ￥ 5,000- 
西田 直弘君 ￥50,000- 西本恵美子君 ￥10,000- 
大木 城司君 ￥10,000- 白石 純一君 ￥ 5,000- 
内本  繁君 ￥ 5,000- 

 
本日の合計   ￥  195,000- 

         7/1 よりの累計   ￥1,482,000-     
        年次基金会員より    ￥1,115,000- 
           ポリオプラス会員より￥  367,000- 
           一人当たり平均     ＄284.07 
 
◎米山奨学会への寄付  
藤田 貴子君 ￥ 5,000- 片山美智子君 ￥50,000-  
入谷 治夫君 ￥ 5,000- 松尾  浩君 ￥ 5,000- 
西田 直弘君 ￥50,000- 浦中 郁文君 ￥ 5,000-  

 
本日の合計  ￥  120,000- 

          7/1 よりの累計  ￥  600,000-      
                会員より  ￥  365,000-      
               ｸﾗﾌﾞより    ￥ 235,000- 
                  一人当たり平均   ￥  12,766- 
 
◎青少年育成基金への寄付 

藤田 貴子君 ￥ 5,000- 片山美智子君￥100,000- 
 

本日の合計  ￥  105,000-      
7/1 よりの累計  ￥  785,000- 

 

 

 

 

 

◎6/22 卓上花 
  
ケイトウ ········· おしゃれ 
ハイブリッドステータス 
 ················· 変わらぬ心 

 
 


