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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 
◎ 卓話  松下 浩章君 

「 島本町の地域再生マネージャー事業 」 
◎ 例会前の行事 

第 2 回地区大会実行委員会事前会議 
◎ 例会後の行事 

第 11 回地区大会実行委員会（於：山水館） 

第 11 回地区大会実行委員会（於：山水館） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3297 回 本日（11/16）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 
◎ 例会前の行事 

第 3 回地区大会実行委員会事前会議 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3298 回 次々週（11/30）の例会 

会員数 出席者数 出席 

47 名 34 名 73.91 ％ 

前々回例会補正後出席率  83.72 ％ 

但し、 Mup 4 名   欠席者 7 名 

出席規定摘用免除有資格者 4 名 

 

 

 

 

 

◎ゲスト                    計 2 名 
 

高槻市長            濱田 剛史様 
 
高槻市総合戦略部市長室  室長 笹川 幸良様 

 
◎出席報告 
 

先週（11/9）の例会から 

）の例会から 

）の例会から 

11 月はロータリー財団月間 

◎会長の時間 
 

会長の時間をさせていただきます。 
浜田市長、笹川様ようこそ高槻 RC の例会にお越し下

さり誠に有難うございます。どうかご 3 ゆっくりとなさ
ってください。 
皆様、激レア天体ショー見られましたでしょうか？ 
19:16 分から始まり 20:42分に終わり、また天王星食

が 20:32 分から始まり 21:21 分に終わるというダブル
で見れるわけです。 
ただ 5.6 等星ということもあり肉眼ではちょっと見

にくかったかもしれません。 
私は残念ながら見ることはできませんでした。 
次回おこるのは 322 年後の 2344 年 7 月 26 日の土星

食です。 
まだまだ先のことです。 
ちょっと余談になりましたが申し訳ございません。 
まず初めに皆様にお願いがございます。 
今月 23 日（水・祝）のポリオプラスチャリティーゴ

ルフですが是非ご参加ください。 
今からでも間に合います。今日までです。 
この例会が終わるまでに参加表明していただけまし

たら幸いです。 
あと少しでポリオウイルスを根絶できます。 
皆様の御協力が是非とも必要なのです。是非とも宜し

くお願い致します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

※2022/11/23(水)は、定款による休会 

 

 

10 月度皆出席表彰 
 

浜田 厚男君  連続 17 年 

西本恵美子君  連続 11 年 

藤田 貴子君  通算  6 年 

白石 純一君  連続 5 年 
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最終もう一度回覧をお回し致しますので宜しくお願
い致します。 
それとあと１か月ちょいと迫ってきました地区大会

の件ですが皆様全員のご協力でここまでやってきまし
た。 
あともう少しです。気を緩めずお手伝いを宜しくお願

い致します。 
各セッションはそれぞれの地区大会委員会に割り振

りしております。 
皆様の御協力なくしてうまくいくはずがございませ

ん。 
是非とも 12 月 16 日(金)、17 日(土)は開けておいて

ください。 
こちらの方も重ねてお願いする次第です。 
それと一つ嬉しいお知らせがございます。 
マイロータリーの登録が 100％となりました。 
昨年のデーターですが 2660 地区は My Rotary アカウ

ント登録率が 67.5%であります。今年はもっと伸びてい
ると思われますが。 
全国 34 地区の中では 2660 地区は第 2 位の登録率で

ありますが、高槻 RC は 100％の登録率で快挙でありま
す。 
皆様のご協力本当に有難うございました。 
そして新型コロナウイルス感染症の大阪モデルで昨

日緑色から黄色に変わりました。 
まだまだコロナ禍にあり、少なくなったとはいえコロ

ナでの病床使用率は 20％を超え、また患者発生数は 11
月に入ってからわずかですが増えてきています。 
また今年はインフルエンザも猛威を振るう可能性が

示唆されております。 
行動制限は出ていませんが、ロータリアンとして節度

ある行動をして頂きたいと思います。 
ロータリーの特別月間のうち、11 月は「ロータリー財

団月間」ですのでロータリー財団を取り上げたテーマで
例会を行うことが推奨されておりますので今週もお話
させて頂きます。 
ロータリー財団へのご寄付は、シェアシステムと呼ば

れる仕組みを通じて、人道的プロジェクト、奨学金、職
業研修チームの活動を支える補助金に生まれ変わりま
す。 
地区内のクラブからの年次基金（シェア）へのご寄付

は、管理運営のために 5％が差し引かれた後、ロータリ
ー年度末に国際財団活動資金（WF）と地区財団活動資金
（DDF）に分けられます。 
国際財団活動資金（WF＝World Fund）は、世界の最優

先課題に取り組む活動に資金を提供するものです。 
シェアシステムを通じたご寄付の 47.5％が WFとなり

ますが、ご寄付すべてを WF に指定することも可能です。 
WF はロータリー財団が管理し、全ロータリー地区が

申請できる補助金やプログラムの資金として活用され
ます。 
また地区は、ご寄付の 3 年後にこの DDF をクラブや地

区、または財団のプロジェクトのために活用できます。 
DDF の半分までを地区補助金として使用でき、残りを

グローバル補助金の申請、ポリオプラスやロータリー平
和センターの支援、ほかの地区への寄贈のために使うこ
とができます。 
地区に一括して補助金が支払われた後、地区がクラブ

に資金を支給します。 
グローバル補助金は 7 重点分野における人道的国際

奉仕活動に使われます。 
グローバル補助金では新たに「環境」がロータリーの

7つ目の重点分野となり、奉仕活動のカテゴリー「平和
構築と紛争予防」「疾病予防と治療」「水と衛生」「母子
の健康」「基本的教育と識字率向上」「地域社会の経済発 
 
 
 

展」などに使われます。 
一方地区補助金は、地区やクラブの幅広いプロジェク

トや活動に使えます。 
人道的プロジェクト（奉仕活動を行うための現地への

渡航や災害復興活動など）や奨学金（教育機関のレベル
や場所、支給期間、専攻分野の制約なし）また青少年プ
ログラム（ロータリー青少年交換、ロータリー青少年指
導者養成プログラム[RYLA]、ローターアクト、インター
アクト）や専門職業をもつ人びとから成る職業研修チー
ムの派遣（現地の人びとに職業研修を行うチーム、また
は現地で職業スキルを学ぶチーム）など地区補助金はさ
まざまな奉仕プロジェクトに柔軟に活用できます 
ロータリーには二つの奉仕理念すなわち奉仕哲学が

あります。 
前者は職業奉仕の理念であり、後者は人道的奉仕活動

の理念であります。 
自分の儲けを優先するのではなく自分の 職業を通じ

て社会に貢献するという意図を持って事業を営めば、結
果として継続的な事業の発展が得られるという思考で
す。 
ロータリーのもう一つの奉仕理念は、Service above 

self であり、弱者に涙して人道的な奉仕活動を実践す
る社会奉仕や世界社会奉仕の活動です。 
最近、ロータリー運動から職業奉仕の理念が徐々に希

薄になり、人道的奉仕活動一辺倒になるに従って、ロー
タリーの奉仕理念の意味するところも変化しているよ
うです。 
 
 
◎幹事報告 
・本日の例会から地区大会終了まで、例会のお席は地区
大会実行委員会の委員会ごとでの配席となります。宜
しくお願い致します。  

・先週47人目の会員として芦田様をお迎えする事が出
来ました。クラブ統一ジャケット制作の為の御祝金を
お一人1,000円でお願いしたいと思います。回覧を回
しますので、宜しくお願い致します。 

・先週ご入会された新入会員の芦田会員の会員手帳用
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。 

・ポリオ撲滅のためのチャリティーの件ですが、チャリ
ティーゴルフの申し込みは締め切りとなり追加での
申し込みは出来ませんが、チャリティーパーティーに
ついては今からの申し込みでも間に合います。参加者
が大変少なくて困っております。回覧を回しますの
で、ご参加にご協力をお願い致します。どうしても参
加出来ない方は、回覧を回しますので、お一人5,000
円以上の募金をお願い致します。宜しくお願い致しま
す。 

 
 
◎浦中会員より 
・11/6(日)に第10回安満遺跡青銅祭を開催致しました。
高槻RCの皆様からもご協賛いただき、当日は会場に遊
びに来てくださり、温かい声援を頂きとても励みにな
りました。本当にありがとうございました。今年度は
「10周年だせ！全員集合」をテーマとし、17,000人の
方に御来場頂きました。濱田市長には当日「卑弥呼コ
スプレグランプリ」の審査員をしていただきまして本
当にありがとうございました。皆様の温かいご協力に
より無事終える事が出来ましたので、御礼のご挨拶を
させていただきます。本当にありがとうございまし
た。 

https://my-cms.rotary.org/ja/document/donation-annual-fund-share
https://my-cms.rotary.org/ja/node/10031
https://my-cms.rotary.org/ja/node/10196
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◎地区大会実行委員会報告  実行委員長 浜田 厚男 
・いよいよ来月の 16・17 日が地区大会となっておりま
す。実行委員会の方も白熱しております。11/5(土)10
時から 17 時まで地区大会リハーサルを行いました。
リハーサル当日の資料はファイル 1 冊分あり、順番に
確認しながら行いました。この資料も完成ではなく、
これから何回も修正していかなくてはなりません。今
回の晩餐会は高島ちさ子さんのコンサートもあるた
めか、予想以上の申込がきて、申込締切を過ぎても応
募があった為、地区幹事団と高槻 RC のメンバーに晩
餐会会場とは別の部屋でお食事をしてもらって、コン
サートの時は椅子に座って鑑賞して頂く事といたし
ました。今から晩餐会の参加の回覧を回します。参加
希望者の数が多かった場合割振りを改めて考えます
ので、宜しくお願い致します。地区大会の 2 日間は当
クラブの会員は全員参加です。2 日目終了後に、地区
の皆様と一緒にリーガロイヤルホテルにて打上げを
開催致します。回覧を回しますので、出欠のご記入を
お願い致します。今年度の地区大会はコロナ禍での開
催となります。もし当日にコロナにかかったりする場
合もありえますので、リスク管理として各委員長は各
委員の皆さんに内容の周知と委員長が不在となった
場合に必ず備えておいて下さい。ご協力宜しくお願い
致します。最後になりますが、来週 11/16(水)は第 11
回地区大会実行委員会が開催されます。この委員会が
最後の実行委員会となります。この委員会以降でも変
更や決まらない内容などが出てきた場合はその都度
皆様にご協力をお願いいたします。是非とも成功させ
たいと思っております。何卒宜しくお願い致します。 

 
 
◎卓話 「 未来創生のまちづくり 

3 期 12 年を振り返り 」 
 

   高槻市長 濱田 剛史様 
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 ◎ニコニコ箱報告 
・入会記念内祝   光本君 
・ご家族のお喜び   入谷君(8 人目の孫が生まれました。) 

・濱田市長、笹川様、ようこそお越し下さいました。 
               石田君 

・11/6 インターアクトの年次大会に出席させて頂きま
した。高校生の SDGs のディスカッションと発表、と
ても頼もしく思いました。         西本君 

・第 10 回安満遺跡青銅祭に御協力ありがとうございま
した！17,000 名の来場者が来ていただき大変盛り上
がりました。来年も宜しくお願い致します。 浦中君 

 

              本日の合計   ￥  25,000-  
    7/1 よりの累計   ￥ 851,000-  

   
◎R 財団への寄付（年次） 

入谷 治夫君 ￥ 5,000- 河合 一人君 ￥10,000- 
西本恵美子君 ￥10,000- 浦中 郁文君 ￥ 5,000- 
山口  誠君 ￥ 5,000- 

 
本日の合計   ￥   35,000- 

         7/1 よりの累計   ￥  420,000- 

一人当たり平均      ＄73.54 
 

◎R 財団への寄付（ポリオ） 
 

本日の合計   ￥      0- 
         7/1 よりの累計   ￥   48,000-     
           一人当たり平均       ＄8.40 
 
◎米山奨学会への寄付  
山口  誠君 ￥ 5,000- 

 
本日の合計  ￥   5,000- 

          7/1 よりの累計  ￥  255,000-      
                会員より  ￥  150,000-      
               ｸﾗﾌﾞより    ￥ 105,000- 
                  一人当たり平均   ￥   6,071- 
 
◎青少年育成基金への寄付 
石田 佳弘君 ￥ 5,000- 

 
本日の合計  ￥    5,000-      

7/1 よりの累計  ￥   50,000- 
 

 

 

 

 

 

 

◎11/9 卓上花 
  
スイートピー 

 ···· 優しい思い出 
スプレーカーネーション 

 ···· 素朴 
銀葉アカシア 

 ···· 秘密の恋 
  


