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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 
◎ 地区大会実行委員会報告 
◎ 外部卓話  高槻市長 濱田 剛史様 
◎ 例会前の行事 

地区大会実行委員会事前会議 
◎ 例会後の行事 

指名委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3296 回 本日（11/9）の例会 

¥¥¥¥ 

 
 
◎ 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 

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 3297 回 次週（11/16）の例会 

会員数 出席者数 出席 

47 名 39 名 85.11 ％ 

前々回例会補正後出席率  95.45 ％ 

但し、 Mup 6 名   欠席者 2 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 
 

先週（11/2）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頂きます。 
地区大会まであと 1 か月半となりました。 
もうすぐです。詳細を詰めておりますのでご協力よろ

しくお願い致します。 
また 11/23 日(水・祝）のチャリティーゴルフですが

是非ともご参加ください。 
ゴルフをされない方は午後 6 時からの懇親会にご参

加頂きたいと思います。宜しくお願い致します。 
ロータリー月間なのでロータリー財団についてお話

致します。 
1917 年アーチ C. クランフ RI 会長が「世界でよいこ

とをするために」基金の設置を提案。 
この基金が 1928 年に「ロータリー財団」と名づけら

れて、国際ロータリー内の新しい組織となり、現在のロ
ータリー財団に至っています。 
その 100 年強の歴史を振り返りながら、これからのロ

ータリー財団のあるべき姿を皆さんと一緒に考えてみ
たいと思います。  

1916-17 年 RI 会長アーチ・クランフ氏（オハイオ州
クリーブランド RC）について生涯を簡単にご紹介した
いと思います。 
アーチ・クランフは、1869年６月６日にペンシルバニ

ア州コネチカットで生まれ、オハイオ州クリーブランド
で、彼の人生の大部分を過ごしました。 
彼の母親は有名なアメリカの小説家ジェームズ・クー

パーの子孫で、父親の先祖は 1771 年にニューヨークに
定住しました。  
アーチは 12 歳のときに、一家の暮らしを助けるため

に学校を退学したので、ほとんどが独学でした。 
18歳で、クリーブランドのキューヤホガ製材所の雑用係
の職につき、１日１ドルの給料をもらっていました。 
 その後、努力して会社の社長になり、28年後にはその
会社のオーナーになるとともに、貯蓄貸付組合の社長 
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や、汽船会社の副社長にも就任しました。 
そして、クリーブランドにとどまらない商業活動や地

域社会活動を行ない、ついには米国オハイオ州における
実業界と地域社会双方の組織でも活動し、法的な件に関
する建設業者のスポークスマンの役割を果たしました。 
日本では、パナソニック（株）の創業者である松下幸

之助氏の人生を重ね合わせることができます。 
松下氏も、尋常小学校を４年で中退し、苦学して 1918

年に松下電気器具製作所を創業し、現在のパナソニック
（株）を築き上げました。 
また 1917 年に、カンザスシティー・ロータリークラ

ブからの 26 ドル 50 セントの寄付金から始めた財団基
金は、今日何億ドルもの基金に成長して、世界理解と平
和を目指す世界的な財団として成長し続けています。 
またアーチ・クランフは地区組織を構成する基礎とな

る、標準ロータリークラブ定款と細則の制定に関わりま
した。 
1914 年、クリーブランド・ロータリークラブに入会し

て３年後に、アーチ・クランフは国際ロータリークラブ
連合会の理事になり、1916 年には会長に選出されまし
た。 
そしてロータリー財団は、1917 年、米国ジョージア州

アトランタで開催された国際大会において、アーチ C.
クランフが「全世界的な規模で慈善・ 教育・その他社
会奉仕の分野で、よりよいことをするために基金をつく
ろう」と提案したことに始まります。 
またアーチ・クランフは、６人目の RI 会長で、ロー

タリー財団の父と呼ばれています。 
各地のロータリアンが、目先の世界の出来事に目を奪

われている第１次世界大戦中に、アーチ・クランフの夢
が提起されました。 
数カ月後に、この新しく誕生した基金は、米国ミズー

リ州カンザス・シティー RC から米貨 26 ドル 50 セント
の最初の寄付金を受け取りました。 
1928 年、ミネソタ州ミネアポリス国際大会で、この基

金はロータリー財団と名づけられました。 
大恐慌が世界中で影響を及ぼし始めた 1930 年に、財

団は最初の補助金を授与することができました。 
ロータリーの創始者ポール・ハリスが、名前をかくし

て米貨 500 ドルを寄付し、身体障害児童保護国際協会
に、その 500 ドルを贈ることを要望したからです。 
この行為はロータリー財団の歴史を振り返ると、ポリ

オプラスを予感させるような思いがします。  
その後、ロータリー財団は国際ロータリー理事会の同

意の下に信託宣言を作成し、1931 年 11 月 12 日に、信
託組織となりました。 
この信託宣言の大要は、ロータリー財団が受け取り管

理する財産およびその収益は、すべて国際ロータリーの
行う活動のためにのみ支出されるというものです。 
この信託宣言は今も生きています。  
ちなみに、ロータリー財団月間は 11 月ですが、当初

は、11 月 15 日を含む１週間が財団週間でした。 
1917 年当時の世界情勢をみると、1914 年に始まった

第１次世界大戦の真っただ中にあり、1917 年４月には、
アメリカがドイツに宣戦布告して参戦し、世界中が混迷
し、多くの物的・人的被害がもたらされていた時代です。 
まさに戦争によって世界中が混迷し、多くの物的・人

的被害がもたらされていた時代です。 
こうした時代だからこそ「世界で良いことをしよう」

というメッセージは、多くの人達の共感を得ることにな
ったのかも知れません。 
 アーチ・クランフは、 
「私たちは、自分のためだけに生きるべきではありま

せん。誰かのために“よいこと”をする喜びのために生
きるべきです」 
 

 
 

という言葉を残しました。 
この言葉は、100 年を経過した今でも、ロータリアン

の心の中で、脈々と生き続けています。 
そして、これからも、より良く生きるための大切な考

え方として輝き続けることでしょう。 
 
 

◎指名委員会設置の承認       会長 石田 佳弘 

・細則第 3 条第 1 節に基づき、次々年度の会長、および
次年度の副会長、幹事、会計、9 名の理事の候補者を
指名する指名委員会を設置致します。指名委員会は、
現会長の私と河合会長エレクト、遡及する 3 名の会長
経験者の羽根田会員、井前会員、入谷会員で構成され、
羽根田直前会長を委員長と致します。指名委員会設置
について異議なければ拍手をもってご承認頂きます
ようお願い申し上げます。拍手多数により承認とさせ
て頂きます。ありがとうございました。 

 
 
◎幹事報告 
・11 月ロータリーレート 1 ドル：148 円 

 
 
◎委員会報告 
〇社会奉仕委員会            西本 恵美子 
・高槻市環境美化推進本部事務局より「令和 4 年度秋季
環境美化推進デーの実施についてのご案内」が届いて
おり、回覧を回しておりますが、参加者が少ないので
再度ご案内申し上げます。多数の皆様のご参加宜しく
お願い致します。 

【開催日時】2022 年 11 月 20 日(日)9：00～10：30 
（雨天中止・順延なし） 

【集合時間】9：00 
【集合場所】JR 高槻駅北口広場 
【清掃用具】準備してあります 
【注意事項】コロナの状況により中止になる場合があ

ります。実施の有無は開催当日午前 7 時
以降に高槻市ホームページでご確認下さ
い。 

 

 

       

職業分類   保険調剤 

推 薦 者   倉本 進 松尾 浩 西田 直弘 

趣  味   手品・スノーボード 

好きな言葉又は生活信条  求同存異 

氏  名 芦田 泰弦  

生年月日  S47 年 8 月 23 日 

勤 務 先  ABC 薬局 

 

新入会員のご紹介 
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◎卓話    「 東京旅行記 」    藤田 貴子 
 
先日、掃除をしていると、「刀」が見つかってびっく

りしました。 
家族に聞いてみると、海軍兵学校出身の母方の祖父の

軍刀でした。見たところ特別に立派なものでもありませ
んし、使用していないものだったらしいのですが、ちょ
っとこわい気もしました。 
軍刀から、祖父の海軍時代の話になり、更に、話題は

靖国神社のことになりました。祖父は、無事生還しまし
たので、祀られていませんが、そういえば、１度も参拝
したことがなかったなと思い、お参りに行くことにしま
した。 
朝 7 時に出発し、新幹線と東京メトロを乗り継いで、

10 時半ごろには靖国神社に到着しました。 
鳥居も門も大きく、広くて、圧倒されました。とても

厳かで、心洗われましたが、やはりここでは、国のため
に亡くなった方々のことを考えます。一人の青年の遺書
になってしまった最期の手紙を展示していて、悲しく、
切なく、やるせない気持ちになりました。 
心から、平和に感謝し、世界から戦争が無くなること

をお祈りします。 
隣に武道館が見えましたので、そこにも行ってみまし

た。大学生の空手大会が開かれていたようでした。溌剌
とした学生たちの輝きが眩しかったです。彼らの未来が
更に輝かしいものでありますように。大人の一人とし
て、若い人たちが力を発揮できるようにお役に立ちたい
と思いました。 
その後、銀座でランチをとりました。有名な銀座シッ

クスや日本一高い地価の場所も見学しました。中高時代
の同級生のデザインした建築物も近くにあったので、そ
こも見学しました。素晴らしい仕事に感動して、誇らし
くなりました。 
大阪に帰る前に、日本歯科医師会館の前で記念撮影し

ました。親切なタクシーの運転手さんのおかげでスムー
ズに移動できましたし、写真も撮ってくださいました。
素敵な出会いでした。 
午後 4 時前の新幹線に乗り、東京タワーを右手に見

て、帰路につきました。午後 6 時半ごろ、無事に帰宅し
ました。慌ただしかったですが、明日へのヒントをたく
さん得られた旅でした。 
皆様、今後ともご指導ご鞭撻をよろしくお願いいたし

ます。 
 
 
◎ニコニコ箱報告 
・誕生記念内祝   浜田厚君、川面君、 

西本君（お誕生お祝いありがとうご 

ざいます。） 

齋藤君（誕生記念ありがとうご 

ざいます。） 

山田君（42 才になりました。） 

・結婚記念内祝   浜田厚君 

・創業記念内祝     赤羽君 (おかげ様で開店 50 周年を迎 

えることができました。あり 

がとうございます。これから 

も地域のみなさまのお役に 

立てるよう頑張ります。） 

 

井前君、 
松尾君（芦田先生、御入会おめでと 

うございます。） 

・高槻ロータリークラブに入会させて頂きありがとう
ございます。今後ともご指導の程宜しくお願い申し
上げます。               芦田君 

 

・卓話を聞いていただいて。         藤田君 
・第 5 回マルチプル・ポール・ハリス・フェローをいた
だいて。                浜田厚君 

・大輪会で 30 位になりました！       橋本君 
・芦田会員、入会おめでとうございます。宜しくお願い
致します。                石田君 

・芦田様、ご入会おめでとうございます‼   河合君 
・高槻 RC に新入会員芦田さんをお迎えできまして。 

倉本君 
・芦田君の入会を祝して。          西田君 
・芦田さん、今後とも宜しくお願いします。  大木君 
・先日の写真クラブ「凛の会」の展示会に多数のロータ
リアンのご見学賜り有難うございました。  清水君 

・10 月末日で高槻商工会議所の理事を退任しました。
今日からは非常勤の参与になります。引き続きまして
よろしくお願いいたします。        内本君 

 

              本日の合計   ￥  98,000-  
    7/1 よりの累計   ￥ 826,000-  

   
◎R 財団への寄付（年次） 

河合 一人君 ￥ 5,000- 川面 智義君 ￥ 5,000- 
松尾  浩君 ￥ 5,000-  
長山 正剛君 ￥ 5,000-（芦田様、高槻ロータリーク 

ラブへようこそ。） 

西本恵美子君 ￥10,000-  
 

本日の合計   ￥   30,000- 
         7/1 よりの累計   ￥  385,000- 

一人当たり平均      ＄67.40 
 

◎R 財団への寄付（ポリオ） 
大木 城司君 ￥ 5,000- 

 
本日の合計   ￥    5,000- 

         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  
石田 佳弘君 ￥ 5,000- 内本  繁君 ￥ 5,000- 

 
本日の合計  ￥   10,000- 

          7/1 よりの累計  ￥  250,000-      
                会員より  ￥  145,000-      
               ｸﾗﾌﾞより    ￥ 105,000- 
                  一人当たり平均   ￥   5,952- 
 
◎青少年育成基金への寄付 
井前 憲司君 ￥ 5,000- 

 
本日の合計  ￥    5,000-      

7/1 よりの累計  ￥   45,000- 
 

 

 

 

 

 

 

◎11/2 卓上花 
  
カーネーション 

 ··· 無垢で深い愛情 
スプレーカーネーション 

 ··· 集団美 
パニカム 

 ··· 素直 
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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 

 

11

月 

9 
地区大会実行委員会報告 
外部卓話（高槻市長 濱田 剛史様） 

第 1 回地区大会事前会議（例会前） 
指名委員会 

  

16 卓話（松下君） 
第 2 回地区大会事前会議（例会前） 
第 11 回地区大会実行委員会（於：山水館） 

  

23 定款による休会(祝日）     

30 
地区大会実行委員会報告 
地区大会実行委員会の委員会例会 

第 3 回地区大会事前会議（例会前） ＊国際奉仕委員会 

12

月 

7 記念月御祝/年次総会/私の履歴書（山田君） 定例理事会 疾病予防と治療月間 

14 
地区大会実行委員会報告 
地区大会実行委員会の委員会例会 

被選理事会 地区大会（12/16・17） 

24 21→24 移動例会 忘年家族例会（於：山水館）   

29 定款による休会   ＊クラブ運営委員会 

 


