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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・・・それでこそロータリー 
◎ 外部卓話   
   大阪府健康医療部生活衛生室薬務課 
   麻薬毒劇物グループ 塚中 万里子様 

「 薬物乱用防止啓発について 」 
◎ 例会後の行事 

第 9 回地区大会実行委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3289 回 本日（9/21）の例会 

¥¥¥¥ 

 
 
◎ ソング・・・我等の生業 
◎ 地区大会実行委員会報告 
◎ 地区大会の委員会例会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3290 回 次週（9/28）の例会 

会員数 出席者数 出席 

46 名 38 名 84.44 ％ 

前々回例会補正後出席率  95.56 ％ 

但し、 Mup 1 名   欠席者 2 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（9/14）の例会から 

）の例会から 

9 月は基本的教育と識字率向上月間 / ロータリーの友月間 

◎会長の時間 
 
まず皆様にお願いがございます。 
地区大会が迫っています。 
皆様、地区大会の件でピリピリされているかと思いま

すが、どうか事務局の負担をこれ以上増やさないで頂き
たいと思います。 
例年であれば融通を効かせて事務局にお願いしてい

たことが今年は違います。地区大会を運営することはす
ごく大変な事です。 
皆様、電話や LINE などの携帯がありますので、そち

らの方をご利用して頂きたいと思います。 
また私用で事務局の依頼はできる限り避けて頂きた

と思います。 
12 月 17 日までの辛抱です。 
事務局の方も地区からの連絡など多く入り、またその

対応に追われています。 
何分もう少しの間ですので、宜しくお願い致します。 

The ideal of service 奉仕理念 
教育の成果は教養だけではなく、健康、富、名誉、環

境に対して調和を持って適応することであり、能力だけ
でなく、信頼性、持続性および行動力を持つことであり
ます。 
教育の効果は、知性だけではなく、身体、感受性、感

情、意思の開発にも適用することができます。 
 

 

8 月度皆出席表彰 
 

 篠原 光子君     連続  7 年 

 山室 匡史君     連続  6 年 

 中西美代子君     連続  2 年 

 拝郷 淳弘君     連続  1 年 
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知性的な進取の気性を持つように教育した結果とし
て、能力や知力、感受性、信頼性、身体、持続性、意志、
行動力が作られます。 
真の教育の主な目的は、人間の守備範囲を増やすこと

であり、AERA(訳者注:Ability-能力、Reliability-信頼
性、Endurance-持続性、Action-行動力)という言葉は、
これらの四つの言葉の頭文字によって綴られています。 
広い意味における人生の成功は､幸運とか機会という

ものではなく、心理的、道徳的、物質的な自然の法則に
よって支配されています。 
これらの自然の法則のすべてを調和させる活動こそ、

最高の成功を意味します。 
自然の法則の一部を犯すことは、単なる部分的な成功

を意味し、全てを犯すことは失敗を意味します。 
これらの自然の法則を教えることの方が、教育の名に

おいて現在教えられている多くの事柄を学生の頭に詰
め込むより、よっぽど有益であることが判っています。 
すべての男女は、同じ固有の能力と資質を持ってお

り、その格差は開発の度合いのみで生じます。 
よく開発された素晴らしい資質は、前向きのものであ

り、未開発若しくは間違った開発は、消極的なものであ
ります。 
進取の気性はこれらの自然の法則を表明する道具で

あります。 
正しい資質が作られれば、正しい人間が作られる。 
正しい人間が作られれば、仕事は自からよく管理され

ます。 
雇用者や市民としての、その人の自らの価値は、その

人を管理する必要性の減少と共に増していくのです。 
管理の必要性は怠慢による失敗と越権行為による失

敗によって引き起こされます。 
よって、失敗は消極性によって起こります。  
消極性は積極性を開発することによって克服される

のであります。 
進取の気性を開発した成果は AREA すなわち、能力、

信頼性、持続性、および行動力であります。 
すべての正常な人間は肉体と知性と感情と意思を持

っているので、人間は未熟な原料からより多くの AREA 
を作りあげるために努力するのであります。  
各人に与えられたこれらの四つの因子を開発し訓練

することによって、未来永劫の成功が保証されるのであ
ります。 
人類は、知能の発展の見地から四つの段階をたどりま

す。 
第一は、無知。 
第二は、知識。 
第三は、博学。 
第四は、英知であります。 
英知への道は、進取の気性の教育によって作り出され

ます。 
すべての職業人は、能力の見地から四つのクラスに分

けられ 
第一は、下手。第二は、初心者。第三は、熟練者。第

四は、名人であります。 
名人への道は、進取の気性から作り出されます。 
実業界や歴史上の偉大な成功者とは、事務員、商人、

セール スマン、役員、勇士、王にかかわらず、名人の
域に到着した人々のことであります。 
 人生には四つの段階があります。 
第一は、植物や無機物のような無意識。 
第二は、野蛮な生物のような単純な認識。 
第三は、知識、感覚、意思のような人間の自意識。 
そして、第四は、人間が仕えるべき宇宙を認識するこ

とであります。 
ビジネスの場においても、それ以外の場においても 

 
 

「最もよく奉仕する者、最も多く報いられる」という事
実を現実化することなのです。 
サービスをしたいという願望は利己主義や自らを意

識するという段階から、英知に向かう段階に至る人間の
たどる道として発展したものであります。 
言いかえれば、我々が利他の心を持って他人の成功を

願うことは、自らが成功への道を歩んでいることであり
ます。 
人間は進化し、その精神面の発達は肉体的な発達より

も大であることは事実であります。 
人間の精神的肉体的な発展は、正常な個々の人間が持

っている進取の気性を如何に開発するかにかかってい
るのです。 
これらの能力は、すべて人間の肉体的な活力に含まれ

ており、その活力は自覚し、感じとり意図することがで
きるのであります。 
真の教育は、前向きの能力を育み、強化し開発するこ

とであります。 
進取の気性は、熱が火によってもたらされるのと同じ

ように当然な結果をもたらすのであります。 
すべての人は事業上および専門職務上で、もっと多

く、もっと良くサービスするための潜在能力を持ってい
るのです。 
サービスの見返りは必ずや、あなた方にもたらされる

でしょう。 
 
 
◎幹事報告 
・9 月ロータリーレート 1 ドル：139 円 

・高槻市交通安全推進協議会より「秋の全国交通安全運
動のポスター」が届いております。後方に掲示してお
ります。宜しくお願い致します。 

・新入会員選考についての書類を本日皆様に配布して
おります。並木会員の転勤により後任の方がご入会さ
れます。入会について異議のある方は本日より7日以
内に理由を付した書面をもって理事宛に異議の申し
立てをして下さい。宜しくお願い致します。 

 
◎委員会報告 
〇クラブ運営委員会           山室 匡史 

・7月に企画しておりました情報集会・新入会員歓迎会
が延期となっておりましたので、リスケジュールし
て、10/5(水)山水館にて開催したいと考えております。
また、伊藤ガバナー補佐が地区で頑張って頂いている
ことへの激励の場にできればと思っております。決行
できるかどうかは、来週の時点でコロナの状況を踏ま
え、石田会長の判断に委ねることになっております。
この様な親睦の機会は大切だと思っておりますので、
多数の皆様のご参加宜しくお願い致します。 

【日  時】2022年10月5日(水) 
      17：00～ 情報集会  
      18：00～ 新入会員歓迎会 

ガバナー補佐激励会 
【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 
 
〇地区大会実行委員会          大木 城司 
・地区大会のPR活動にご協力頂きありがとうございま
す。昨日までに既に5クラブの訪問を終えています。
明日以降PRに行って頂ける皆様どうぞ宜しくお願い
致します。PR資料を後方テーブルに置いております。
受け取りがまだの方はお持ち帰り下さい。また動画入
りUSBが必要な方はお持ち帰り下さい。宜しくお願い
致します。 
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〇青少年奉仕委員会           篠原 光子 
・「2022-23 年度インターアクト年次大会・第 2 回イン
ターアクト合同会議のご案内」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を宜しくお願
い致します。 

2022-23 年度インターアクト年次大会 

【日  時】2022 年 11 月 6 日(日)10：00～15：15 

【場  所】金光八尾中学・高等学校 体育館 
【テ ー マ】「SDGsを自分ごととして考える～一人ひと

りが未来のためにできること～」 
【登 録 費】インターアクター・顧問  1,000円 

ローターアクター     1,000円 

ロータリアン       3,000円 

第2回インターアクト合同会議 

【日  時】2022 年 11 月 6 日(日)16：00～17：00 

【場  所】金光八尾中学・高等学校 ホール 
 

〇ゴルフ同好会             松下 浩章 
・高槻グリーンライオンズより「女子留学生弁論大会・
ちびっ子ラグビー支援チャリティゴルフ大会のご案
内」が届いております。回覧を回しますので、多数の
皆様の参加宜しくお願い致します。 

【日  時】2022年11月24日(木)スタート8：00 
      受付は各位スタート40分前） 
【場  所】新大阪ゴルフクラブ 
【競  技】18ホール（OUT/IN） 

ストロークプレーダブルペリア方式 
【参 加 費】10,000円（当日各個人で支払い） 
【プレー費】各自お支払い 
 
 
◎卓話  「 特殊詐欺被害防止について 」 

     中西 美代子 

 

皆様こんにちは！本日卓話させて頂く中西です。宜しく
お願い致します。 
 
私は高槻警察署管内防犯協議会 女性部会 うのはなの
代表をしており、60 名位の方と市民の安全・安心まちづ
くりのボランティアをしています。毎月 11 日は市内の
スーパーで警察の方と高槻市の危機管理の方とひった
くり被害防止キャンペーンをして自転車の前かごカバ
ーをつけています。偶数月の 15 日（年金支給日）に特
殊詐欺被害キャンペーンで生涯学習センター1階に集ま
り、そこから阪急高槻市駅に行き、高齢者の方々にティ
ッシュとチラシを配り「特殊詐欺被害防止に気をつけて
くださいね」とキャンペーンしています。ひったくりは
非常に少なくなり、11 日のひったくり被害防止キャン
ペーンは廃止になり、2 年前から安全・安心まちづくり
に名称も変更されました。 
 
今日はコロナ禍の中で特に増えている特殊詐欺被害に
ついてお話したいと思います。「特殊詐欺」とは犯人が
電話やメール等で親族や公共機関職員を名乗って、被害
者を信じ込ませ、現金やキャシュカードを騙し取った
り、ATM を操作させて犯人の口座に送金させたりする犯
罪を言います。 
特殊詐欺発生件数 
・大阪府下（年間） 

令和２年 約 1.100 件 ・ 令和３年 約 1,540 件 
・高槻市内（７月末） 

令和３年 32 件 ・ 令和４年 48 件 
今年に入り増加しています。 
 
次に特殊詐欺のよくある手口を紹介します。 
〇還付金詐欺 
市役所職員等を名乗り「払いすぎた保険料（医療費） 
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◎8/3 卓上花 
  
バラ（あか） 

 ···· 愛情 
カーネーション（ピンク） 

 ···· 感謝 
ソリダコ 

 ···· 広がる愛の輪 

 

時間帯はお昼 12 時前後と夕方 6 時過ぎが多く、人
が家にいる時間帯で食事の用意で忙しく、じっくり
応対できない時間帯を詐欺は狙っていると思いま
す。 

④「安まちアプリ」の登録 
身近で発生した「犯罪発生情報」「防犯対策情報」
を警察からリアルタイムで受信などができるアプ
リです。 

 
全国警察の取り組み 
～「ストップ！ATM での携帯電話」運動の推進～ 

①ATM 利用時に携帯電話で通話しない事 
②ATM利用時に通話している高齢者がいれば声をかけて
通話をやめさせる事 

の 2 点を府民の常識として定着させていこうというも
のです。この運動を皆様としても推進して頂き特殊詐
欺、特に今被害が多発している還付金詐欺の防止よろし
くお願いします。 
 
特殊詐欺はコロナでお家時間が増え、増加しています。
チラシやティッシュを配ってても「友達が特殊詐欺にあ
ってん！」といわれる方もあり、「電話架かってきた
よ！」とか「私はそんなんかからへん！」と思われる方
でも、ご主人が亡くなられたタイミングに医療費変換の
電話がかかり、騙されたりされてますので気を付けてく
ださい。 
 
それでは特殊詐欺の DVD ご覧ください。 
 
卓話聴いて頂き有難うございました。 
 
 

を返金します」「今日中に ATM の手続きをしてくださ
い」などと電話がかかってきます。その後金融機関の
職員と名乗り「ATM に着けば電話ください」「機械の
操作教えます」と誘導し、犯人の口座へお金を振り込
ませます。 
＊ATM でお金は戻ってきません 

〇キャシュカードを狙った手口 
警察官や銀行員等を名乗り「あなたのカードを使って
いる犯人を捕まえた」「預金を守るためにカードと暗
証番号が必要」などと言って、キャシュカードを騙し
取り、暗証番号を聞き出します。 
＊キャシュカードは渡さない！！暗証番号は教えな
い！！ 

〇メールを送り付ける架空料金請求詐欺 
ネット事業者等を名乗り「有料サイトの未払い料金が
ある」「法的手続きに移行する」とメールを送り付け、
相手に連絡すると「××万円が未払いです」「利用実
績なしと判明すれば返金するので支払いお願いしま
す」等要求して「コンビニで電子マネーを購入してく
ださい」等と言ってお金を騙し取ります。 
＊身に覚えのないメールは無視！！家族や警察に相
談しましょう。 

○オレオレ詐欺 
息子や孫等を名乗り「風邪をひいて声がおかしい」「友
人と会社の金で株を買ってバレた」等と不安をあお
り、コロナ禍の中、帰省してない息子からの電話に嬉
しい親心につけ込んで金を騙し取ります。 
＊息子さんの元の電話にかけ直して確認しましょう。 

○運営会社などを名乗る架空料金請求詐欺 
老人ホームの運営会社などを名乗り、入居権利が当た
ったと電話かけ、断ると「権利を譲ってください」な
どと求めてきます。安易に了承すると弁護士などを名
乗って「名義貸しは犯罪です、逮捕されます」などと
不安をあおり「こちらで解決しますので、宅急便で現
金送ってください」などと言ってお金を騙し取りま
す。 
＊「名義貸しは犯罪」は詐欺です。 
 

では特殊詐欺に遭わないためには、どうすればいいか。 
①「確認」をする   

家の電話に「お金に関すること」が架かってくれば、
一旦電話を切り、相手が指示した番号でなく、自分
で番号調べ直して電話を架けて確認する。 

②「相談」をする 
家の電話に「お金に関すること」が架かってくれば、
一旦電話を切り、家族友人、近所の方に相談する。
相談する事で「それは詐欺ではないですか」と教え
られて冷静になり騙されずに済んだと言うことが
多々あります。 

 
その他の防犯対策 
犯人の電話は固定電話に架かってきます。 

①「留守番電話設定」にする 
留守電により相手からの連絡内容を確認してから
電話に出る。 

②「自動録音機」を設置する。 
電話が架かってきた際に「この電話は迷惑電話防止
のため録音します」とアナウンス流れてから音が鳴
るので声を録音される事を嫌う犯人からは効果大
です。 

③「自動着信拒否機」を設置する。 
私の家では自動着信拒否機つけています。これは迷
惑電話番号を自動で判別して着信拒否しますので、
変な電話は電話機の横の着信拒否機に赤ランプが
つき電話の呼び出し音は鳴りません。赤ランプつく 
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 ◎ニコニコ箱報告 
・誕生記念内祝   外窪君（お誕生日のお祝いをしてい

ただき、ありがとうござい

ます。） 
西田君（ありがとうご座居ました。） 

・お店が今週金曜日(16 日)で 6 周年になります。イベ
ントはできないですが、ぜひ飲みに来て下さい！ 

               守田君 
・卓話聞いて頂き有難うございます。     中西君 

 

              本日の合計   ￥  20,000-  
    7/1 よりの累計   ￥ 513,000-  

   
◎R 財団への寄付（年次） 

河合 一人君 ￥10,000- 西田 直弘君 ￥10,000- 
 

本日の合計   ￥   20,000- 
         7/1 よりの累計   ￥  260,000- 

一人当たり平均      ＄45.52 
 

◎R 財団への寄付（ポリオ） 
 

本日の合計   ￥      0- 
         7/1 よりの累計   ￥   33,000-     
           一人当たり平均       ＄5.78 
 
◎米山奨学会への寄付  
中西美代子君 ￥ 5,000- 西田 直弘君 ￥10,000- 

 
本日の合計  ￥   15,000- 

          7/1 よりの累計  ￥  200,000-      
                会員より  ￥   95,000-      
               ｸﾗﾌﾞより    ￥ 105,000- 
                  一人当たり平均   ￥   4,762- 
 
◎青少年育成基金への寄付 

 
本日の合計  ￥      0-      

7/1 よりの累計  ￥   15,000- 
 

 

 

 

 

 

 

 


