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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 
◎ 地区大会の委員会例会 
◎ 例会前の行事 
   第 4 回地区大会事前会議 
◎ 例会後の行事 

第 1 回被選理事会（於：事務局） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3300 回 本日（12/14）の例会 

¥¥¥¥ 

 

例会場変更（於：山水館） 
 

【送迎バス】京都銀行高槻支店前 17：00 発 
 

◎ 例会（17：30～17：45） 

◎ ソング・・・それでこそロータリー 

◎  例会後の行事 

忘年家族例会（17：45～20：30） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3301 回 次週（12/24）の例会 

会員数 出席者数 出席 

47 名 40 名 85.11 ％ 

前々回例会補正後出席率  91.49 ％ 

但し、 Mup 1 名   欠席者 4 名 

出席規定摘用免除有資格者 0 名 

 

 

 

 

 

 

 

◎ビジター                 計 1 名 
 

国際ロータリー第 2660 地区 
IM 第 2 組ロータリーデー  

実行委員長 平松 克一様（茨木東 RC） 
 
◎出席報告 
 

先週（12/7）の例会から 

）の例会から 

）の例会から 

12月は疾病予防と治療月間 

 
11 月度皆出席表彰 

 

伊藤 智秋君  連続 15 年 
橋本 憲治君  通算  5 年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※2022 /12 /28 と 2023/1/4 は、定款による休会 

 

※2023 /1 /11(水) 3RC 新年合同例会 12：30～13：30 

（於:ホテルアベストグランデ高槻） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※例会日程変更 2022 /12 /21(水) ➡ 2022 /12 /24(土) 

 

◎会長の時間 
 
国際ロータリー第 2660地区 IM2組ロータリーデー実

行委員長 平松克一様 ロータリーデーの PR の為、お
忙しい中高槻 RC 例会にようこそお越しくださいまし
た。今日はどうぞごゆっくりとされてください。 
それでは会長の時間をさせて頂きます。 
あと地区大会まで 2 週間を切りました。じたばたし

てもあと 9 日しかありません。自分の持ち場をしっか
りと再認識して頂き協力をもって挑んでいきたいと思
います。 
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この例会のあと最終の打ち合わせの為、実行委員会メ
ンバーはガバナー事務所に行かれます。本当に頭の下が
る思いです。 
本当に有難うございます。 

2014 年 10 月 RI 理事会は、12 月を重点分野である「疾
病予防と治療月間」としました。 
疾病予防と治療は、ロータリーの７つの重点分野の一

つです。 
地域社会の医療従事者の能力向上,伝染病の伝播を食

い止め、非伝染病とそれによる合併症を減らすための疾
病予防プログラム,地域社会の医療インフラの改善,疾
病の蔓延を防止することを目的とした、地域住民への教
育と地域動員、疾病またはケガによって引き起こされる
身体障害の予防、疾病予防と治療に関連した仕事に従事
することを目指す専門職業人のための奨学金支援を強
調する月間です。 
誰にとっても「健康であること」は何より大切です。 
でも、基本医療を受けられない人は世界で 4 億人と言

われています。 
国連によると、基本的な医療サービスを利用できるの

は世界人口の半数以下です。 
新型コロナウイルスの流行、自然災害、紛争などの大

規模な混乱は、医療従事者、施設、その他のサービスへ
のアクセスを低下させ、伝染病や非伝染病の予防におけ
る数十年の改善を覆す可能性があります。 
人口 1 万人あたりの医師数が 10 人未満の国が全体の

40％以上、また、人口 1 万人あたりの看護師・助産師数
が 40 人未満の国は 55％以上となっています。 
主に発展途上国では、1,800 万人の医療従事者が追加

で必要とされています。 
質の高い医療を受ける権利はすべての人にあると私

たちは思っています。 
世界で数百万人が病気によって苦しみ、貧困を強いら

れています。 
私たちが疾病の予防と治療に力を注ぐのは、このため

です。 
病気の蔓延や医療不足に悩む地域社会に、仮設クリニ

ックや献血センター、研修施設をつくったり、医師と患
者と政府が協力できるインフラを設計するなど、世界中
のロータリー会員は、人びとがより良い医療を利用でき
るよう支援しております。 
マラリア、HIV／エイズ、アルツハイマー、多発性硬

化症、糖尿病、ポリオなど、人びとを苦 しめる病気の
予防・治療や患者の支援に当たっている会員も大勢いま
す。 
また、衛生教育のほか、無料の定期健康診断や眼科・

歯科検診も行っています。 
ロータリー会員は命にかかわる病気の蔓延を食いと

め、予防を徹底させるために、病気や衛生習慣に関する
市民への指導など、世界で毎日、数百ものプロジェクト
を実施しています。 
病気は何もせずに予防できるものではありません。 
ロータリアンは命にかかわる病気の蔓延を食いとめ、

予防を徹底させるために医療サービスへのアクセスを
拡大するプロジェクトを支援するために日々活動して
いるのです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◎IM 第２組ロータリーデーPR  
IM２組ロータリーデー  実行委員長 平松 克一様 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
・本日は来年 2/4(土)に開催される IM２組ロータリーデ
ーの PR に参りました。詳しくは貴クラブの本日
12/8(水)の週報に詳しい日時、場所が掲載されており
ますのでそちらをご覧いただければと思います。今回
講師を務めて頂く井上悦子氏は、中学生の時から世界
平和の為の仕事に就きたいと願っており、まさに今、
国連職員として、ウクライナの事務所で命がけで貧困
や人身売売買の防止などに取り組んでおられます。世
界の緊張が高まっている今こそ、ロータリアンとして
ロータリークラブとして、井上氏の講演を通して国際
平和を考える機会が持てればと思っております。当日
は一人でも多くの方のご参加を宜しくお願い致しま
す。皆様のお越しを心よりお待ち申し上げておりま
す。 

 
 
◎幹事報告 
・12 月ロータリーレート 1 ドル：138 円 

・地区大会の名札を本日例会ポケットへ配布しており
ます。12/16(金)・17(土)に必ずご持参下さいますよ
うお願い致します。芦田会員の名札は 12/16(金)に
会場にてお渡し致します。宜しくお願い致します。 

 
 
◎委員会報告 
〇地区大会総務委員会           浜田 哲也 
・地区大会の昼食は2日間ともお弁当をご用意致しま
す。回覧は、12/16(金)と17(土)の2日間で欄を分けて
おりますので、お弁当の必要な方は〇をご記入下さ
い。前日、当日の変更はできませんので、宜しくお願
い致します。 

 
 

 

 

◎12/7 卓上花 
  
カーネーション（オレンジ） 

 ···· あなたを愛します 
デルフィニウム 

 ···· あなたは幸福をふりまく 
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由（青少年奉仕）、同：石田佳弘（直前会長）、
同：伊藤智秋（無任所）の皆さんです。尚、
この度の指名にあたりましては、CLP を最重
要視し決定致しました。具体的には全ての
常任委員会において、今年度の担当副委員
長の皆様を指名させて頂きましたので宜し
くご審議下さい。いずれもご承認下さいま
すようお願い致します。 

 
会  長  皆様ご異議ございませんでしょうか。異議

なければ拍手をもってご承認お願い致しま
す。拍手多数により承認頂きました。ありが
とうございました。   

      次に議案 3 の「2021～2022 年度財務報告」
を 2021～2022 年度会計担当の山室会員お願
い致します。 

 
山室会員  2021～2022 年度財務報告を致します。ク

ラブ運営会計の部、収入合計 19,298,754 円、
支出合計 15,791,725 円（内会計仕訳による
資金移動 3,000,000 円）となり、今年度への
繰越金は 3,507,029 円です。慈善活動会計の
部、収入合計 2,730,664 円、支出合計
2,084,099 円（内会計仕訳による資金移動
1,000,000 円）となり、今年度への繰越金は
646,565 円です。 

会  長  皆様ご異議ございませんでしょうか。異議
なければ拍手をもってご承認お願い致しま
す。拍手多数により承認頂きました。ありが
とうございました。 

次に議案 4 の「2022～2023 年度中間財務
報告」を 2022～2023 年度会計担当の富川会
員お願い致します。 

 
富川会員  2022～2023 年度中間(7 月～10 月)財務報

告を致します。直近の 11 月の定例理事会に
て承認頂いております 10 月末までの財務報
告をさせていただきます。クラブ運営会計収
入の部、予算 13,490,000 円、執行額
6,629,339 円、クラブ運営会計支出の部、予
算 13,490,000 円、執行額 4,575,366 円です。
慈善活動会計収入の部、予算 2,500,000 円、
執行額 728,006 円、慈善活動会計収支出の
部、予算 2,500,000 円、執行額 182,315 円で
す。 

 
会  長  皆様ご異議ございませんでしょうか。異議

なければ拍手をもってご承認お願いします。
拍手多数により承認頂きました。ありがとう
ございました。 

それでは、最後に会長ノミニーに決まり
ました内本会員よりご挨拶を頂きます。 
 

会長ノミニー  この度、先程の年次総会で会長ノミニー
に選任されました内本です。高槻ロータリー
クラブに 2012年 7月に入会させていただき、
今年の 7 月で 10 年目を迎えておりました。 

また、この 10 月末には高槻商工会議所の
役員の任期が満了となり理事を退任し、現在
は外部との関わりを担当する非常勤の参与
という立場にあります。そのようなことから
ロータリークラブも私が継続することにな
りました。参与という役職は以前からありま
したが、このような勤務形態はかつて無かっ
たことで稀なケースになります。 

 
 
 

◎定例年次総会  2022～2023 年度年次総会 
 
議 案 1  次々年度会長選出の件 
議 案 2  次年度理事・役員選出の件 
議 案 3  2021-2022 年度財務報告 
議 案 4  2022-2023 年度中間財務報告 
 
Ｓ Ａ Ａ  只今から 2022～2023年度総会を開催致し

ます。 
 
幹  事  高槻ロータリークラブ細則第 3 条第１節

及び第 5 条第 1 節により、年次総会は毎年
12 月第 1 例会に開催し、次々年度の会長及
び次年度の理事及び役員の候補者を指名委
員会の指名に基づいて選挙を行うと定めら
れています。クラブ細則第 5 条第 3 節によ
り、定足数は会員総数の 3 分の 1 と定められ
ており、本日の出席者は 40 名ですので総会
が成立していることを確認致します。 

それでは只今より 2022～2023年度総会を
開催致します。クラブ細則第 4 条 1 節の定
めにより議長は石田会長ですのでよろしく
お願い致します。 

 
会  長  クラブ細則によりまして私が議長を務め

させて頂きます。議案１の「次々年度会長選
出の件」ですが、指名委員会委員長の羽根田
会員が本日ご欠席ですので、元会長である入
谷会員から報告してもらいます。 

 
入谷会員  クラブ細則第３条第１節の規定に基づき、

去る 11 月 9 日に石田会長、河合会長エレク
ト、遡る 3 代の元会長である井前会員、羽根
田会員、私（入谷）の５名の指名委員による
指名委員会を開催しました。審議の結果、
次々年度（2024-2025 年度）の会長候補者と
して、内本会員を全会一致で指名し、内本会
員からも快諾を頂きましたので、皆様にお諮
り致します。併せて後ほど河合会長エレクト
から発表がございますが、次年度の役員、理
事の候補者についても指名されましたので、
ご承認頂きますようお願い致します。 

 
会  長  只今の入谷会員のご説明のとおり、内本会

員が次々年度会長の候補者として指名され
ました。皆様ご審議宜しくお願い致します。
異議なければ拍手をもってご承認お願い致
します。 

拍手多数により承認頂きました。よって、
内本会員が次々年度の会長に当選されまし
た。ありがとうございました。 
次に、議案 2 の「次年度理事・役員選出の

件」ですが、候補者を河合会長エレクトより
お願い致します。 

 
会長エレクト  次年度理事、役員の選出について報告致

します。11 月 9 日開催の指名委員会で、理
事・役員候補として指名された方は次の通
りです。 
副会長：川面智義、会長エレクト：内本繁、
幹事:松下浩章、会計:中西美代子、理事：齋
藤良輔（クラブ運営）、同：白石純一（クラ
ブ組織）、同：羽根田茂子（クラブ研修）、同：
光本智輝（職業奉仕）、同：飯田哲久（社会
奉仕）、同：長井正樹（国際奉仕）、同：江澤 
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そして、このような時期にまさか会長ノ
ミニーのはなしがあるとは全く予期してお
りませんでした。当クラブには私以上に経
験豊富な方々がたくさんおられるからで
す。 
会長を務めさせていただく年は、商工会

議所の現役を離れて 2 年先のことになりま
すので、今までとは全く違う環境になり、私
自身がどのような状況になっているのかも
全く想像がつきません。ましてや、特別な能
力があるわけでもなく、そのような環境下
で歴史と伝統ある高槻ロータリークラブの
会長職が務まるのか不安でなりません。 
しかし、お受けさせていただいたからに

は改めてロータリーを勉強し、就任までの
１年半を精進してまいりたいと思っており
ます。 
会員の皆様方のより一層のご指導・ご鞭

撻を賜りますようお願いいたしましてご挨
拶とさせていただきます。何卒、引き続きま
してよろしくお願い申し上げます。 

 
幹  事  ありがとうございます。これで本日の議案

は全て終了致しました。皆様ご協力ありがと
うございました。それでは 2022～2023 年度
年次総会議事を終了致します。 

 
 
◎卓話     「私の履歴書」     山田 裕介 
 
野村證券株式会社高槻支店の山田裕介でございます。

このたび三雅産業株式会社川面会長、株式会社小阪工務
店小阪社長、壽酒造株式会社橋本社長の３名のご推薦に
より伝統と格式のある高槻ロータリークラブ入会の承
認を頂きました。誠にありがとうございます。本日は卓
話の時間を頂戴しましたので、自己紹介をさせて頂きま
す。 
 
私は 1980 年 11 月 30 日に大阪府豊中市上新田に生ま

れました。今年 42 歳になります。1980 年は日本の自動
車生産台数が世界一になった年のようです。家族構成は
父、母、私、弟の 4 人です。父・母ともに大阪市内の出
身で現在は兵庫県三田市に自宅があります。二つ年下の
弟は転勤族で全国を転々としております。私は豊中市で
生まれましたが、実際に育ったのは豊中市、茨木市、茅
ケ崎市、三田市と親の転勤に合わせて引っ越しを繰り返
しており、出身を聞かれると説明が長くなるため本籍地
のある豊中市と言ったり、育ちは三田市と言ったり使い
分けることもあります。 
 
生まれてからは豊中市で育ちました。上新田神社で七

五三のお祝いをしてもらったことを断片的に覚えてお
ります。千里中央のセルシーで見ず知らずの方に「抱っ
こさせて」と言われるほど今の私とは似つかないかわい
らしい幼児だったようです。その後茨木市の新しいマン
ションに引っ越し、大型のマンションで同世代の友達が
たくさんできた記憶があります。母の話では私は朝一番
で一人で勝手に友人の家へ行き、親が目を覚ました時に
私がいないことが多々あったわんぱくな子供だったそ
うです。 
 
幼稚園では神奈川県茅ケ崎市に引っ越しました。言葉

が違うこと、マンションではなく一軒家に住んでいたと
いうこと、家の近くの道路が砂利道だったためとても田
舎に引っ越したという“違い”を感じたことを覚えてい 
 
 
 

ます。1985 年はプラザ合意や任天堂スーパーマリオブ
ラザーズが日本で発売された年です。外で思いっきり遊
び、家の中でもファミコンをこよなく愛する幼稚園児で
した。江ノ島、藤沢、鎌倉など連れて行ってもらったと
ころはたくさんありますが、湘南のビーチで行われた花
火大会やディズニーランドに行ったことをよく覚えて
おります。 
 
小学校に入ると茅ケ崎市、茨木市、三田市と転校を繰

り返します。親の転勤と自宅の購入により 6 年間で 4 校
に通う転校生となりました。茅ケ崎市から茨木市に移っ
た時に衝撃だったのは、同級生からマクドナルドのこと
をマックではなくマクドと言わないと友達にならない
と言われたことでした。言葉遣いも“じゃん”や“だべ”
という神奈川県の方言を使っており、相当浮いていたと
思います。子供なのですぐに大阪弁に戻りましたが、自
分は人と違う個性を持っていると感じたものです。茨木
市から三田市に移った時には移り住んだ街がニュータ
ウンでした。大手ハウスメーカーの建売の新築戸建て住
宅が立ち並ぶ環境の中、同じような境遇の家庭がたくさ
ん移り住みサラリーマン家庭が多かったように思いま
す。治安が良く、街並みが綺麗で、衣食住の環境が整っ
た閑静な住宅街が広がる住みやすい街でのびのびと育
ちました。私の小学生の頃が日本経済のバブル期、バブ
ル崩壊のタイミングでした。1989 年末に日経平均株価
が史上最高値の 38,915 円になったのですが、当時のバ
ブル経済を体感することなく現在に至るのは寂しく、バ
ブル再来を期待しております。中学校は地元公立中学校
に上がりました。成績が良く、学生生活や部活動に力を
入れることができ充実した 3 年間を過ごすことになり
ました。 

 
中学校卒業後は吹田市にある関西大学第一高校に進

学しました。生徒の雰囲気、電車通学への憧れ、周りと
違う選択をしたいという願望、大阪駅（梅田）を経由で
きる楽しみから選びました。様々な地域から異なるバッ
クグラウンドを持った生徒が集まってきており新鮮で
刺激的でした。朝早くから 1 時間半かけて通学していま
したが、社会人と一緒に満員電車に乗り世の中の大変さ
を感じることができた時期でもありました。大学附属校
ならではの楽しみも多く、大学生が経験するようなこと
を先回りして経験できたことも多々あったと思います。
元々のポテンシャルが高い生徒が多く、入学後の学力は
びっくりするくらいに著しく落ちていきましたが、社会
人になってからは同校出身の友人はとても活躍してい
ます。山室先生も関大一高の先輩だということを高槻ロ
ータリークラブに入って知り、親近感が沸きました。 

 
大学は関西大学に進みましたが、学部は1999年当時こ

れからの時代にはIT人材が必要ということもあり、新設
の総合情報学部（高槻市）を選びました。当時としては
最先端のITについて座学と実習で学ぶスタイルでプロ
グラミング実習からCM制作、金融工学といった幅広い分
野を学ぶことができる学部でした。大学時代は部活動へ
の取り組みやサークル活動の夏合宿、飲食店でのアルバ
イトなど一般的に大学生が経験したいと思うことには
目もくれず、家庭教師や塾講師、コンビニの深夜バイト
をしてお金を貯めては長期休暇中にバックパック一つ
背負って外国へ行くということを大学1回生の夏から繰
り返すとても変わった学生でした。訪れた国は計26か国
になります。今ではなかなか時間が取れませんが、長期
間にわたり世界観を広げる旅をすることができ本当に
自由で楽しく充実した時期でした。学業は4年間を通し
て単位を落としたことはありません。実習の授業で教授
のアシスタントもさせて頂きましたがITに熱中するほ
ど 
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どではなく、この分野は本当に向いていないということ
がよくわかった 4年間でした。ただ就職活動をした 2002
年は日経平均が 7,607 円に向かって下がる最中の就職
氷河期だったため行きたい会社には行けず、父が日本
IBM で働いていたこと、内定をもらった会社が知名度の
ある会社だったことから、あろうことか興味関心のない
富士通で SE という職種で働くことを選びました。 
 
2003 年富士通株式会社に入社し、3 か月の新人研修を

受けた後、幕張にて公共ソリューション事業部という組
織に配属されました。自治体向けパッケージシステム開
発を行う部隊です。業務内容は自治体向けに住民記録や
税務情報、国民健康保険、国民年金などのパッケージソ
フトを開発すること、現場 SE からの問い合わせに応え
ることが主な仕事でした。配属後の仕事は業務知識をつ
けること、システムについて詳しくなることであり、
徐々にパッケージソフトの改良を任されるようになり
ました。当時はコスト削減やシステムの柔軟性、他シス
テムとの連携がメリットとして挙げられており、開発部
隊が作ったパッケージソフトを現場の自治体に持ち込
みカスタマイズして導入することが主流でした。NEC・
日立・NTT データとシェアの奪い合いをしており、結果
的に赤字になるプロジェクトもありました。2 年目の途
中からは開発部隊が作ったパッケージソフトを自治体
で導入し稼働させるフィールド SE となり、データ移行
等の担当業務を行いました。納期までに仕上げないとい
けないため徹夜で作業をしたこともあり非常に多忙で
した。仕事をしながら考えていたのは、営業が取ってき
た仕事を限られた予算と日程で SE がいかに効率良く品
質の高いものを作るかという仕事にあまり面白さを見
出せないということでした。ものづくりが特段好きなわ
けでもなかったため、未練もなく、プロジェクトが一段
落したら会社をやめようと決断しました。 
 
2006 年に野村證券株式会社に入社し、営業を行うこ

とになりました。周囲からは野村総研で SE に転職する
ならわかるが野村證券で営業とは何を考えているのか、
自分にはない選択肢だという反応が多かったです。限ら
れた分野で誰よりもその部分については詳しいという
専門領域を極めるよりも、広い視野で自分の知識や知恵
があればビジネスが無限に広がる世界に魅力を感じて
野村證券の門を叩きました。初めに配属された支店は埼
玉県のさいたま支店という大宮にある大きな店です。そ
こで証券営業のイロハを教わりました。初めての外交は
課長のお客様先で、とある会社会長の大豪邸でした。「私
たちの仕事はこのような方々のご資産管理を行い、お客
様にあったご提案を差し上げることだ」と聞いたことが
今でも鮮明に思い出されます。証券営業は若いうちから
裁量権が与えられ、プレッシャーを感じる反面、自分の
意思で決断できることが多く、やりがいと成長スピード
を感じることができました。ビジネスの基本動作と言わ
れる基礎を叩きこまれた支店で忘れることができない
支店です。 
 
次に赴任した支店は天王寺支店でした。2009 年です

が、ちょうど天王寺・阿倍野周辺の再開発がスタートし
始めた時期です。大阪のことを知っているつもりでいま
したが、知っていたのは梅田までであり、大阪南の地区
に移り住み、働きはじめると知らなかった大阪がたくさ
ん出てきて何もわかっていなかったのだなと感じたこ
とを覚えております。株式市場が 9 時に開きますが、そ
の前から電話が鳴り「どや？今日の相場はどないや？」
という会話からスタートし、非常に勢いがあり楽しかっ
たことを覚えております。お客様に育てて頂き、セール
スとして大きく飛躍できた、思い出深い支店です。 
 
 
 

その次は 2013 年に千葉県の船橋支店に赴任し、その
タイミングで課長に昇格しました。人口の増加している
マーケットで東京にも近く、千葉県内でも市川市から成 
田市までをカバーすることができる贅沢な支店でした。
前任地で課長になる前から課を任されておりましたが、
実際に課長となり支店の経営に携わると緊張感が異な
り、人材育成や課のマネジメント、業務の優先順位や時
間管理等様々なことに気を使いながら行動する必要が
ありました。プレイングマネージャーとしてお客様と向
き合い、お役に立てるサービスを提供していく仕事も併
せてこなしてく必要があり、とてもやりがいのある仕事
に変わっていきました。 
 
４カ店目は 2016 年に愛知県名古屋市中区の金山支店

に営業統括の立場で赴任しました。今までの３カ店は
100名前後の比較的大きな規模の支店に配属されること
が多かったのですが、ここでは約 50 名の中規模支店で
勤務することとなりました。この支店では困難な状況の
中でも強い意志・信念で目的をやり遂げることや、より
高い業績を達成するためのチームビルディングを学び
ました。誰よりも率先垂範を意識し、支店全体の業績を
考えざるを得ない状況であり、全体最適の視点が身に付
き視野が広がり始めた時期だったと感じております。そ
の後名古屋支店との統合があり、名古屋支店営業部の営
業統括の立場で再び 100 名を超える支店で働くことと
なりました。自分一人の営業成績ではどうにもならず働
きやすい職場環境作りを心掛け全体の業績向上につな
がるよう行動しておりました。 

 
そしてこの度高槻支店長を拝命し、今年 10 月よりこ

ちらで仕事を始めております。大学時代にお世話になっ
た高槻市で仕事をさせて頂けることに感謝し、真の意味
で地域の方々のお役に立てる金融機関になれるよう努
力して参ります。まだまだ若輩者ですので皆様に教えて
いただくことが多々あると思いますが、ご指導ご鞭撻の
ほどよろしくお願い申し上げます。ご清聴誠にありがと
うございました。 
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 ◎R 財団への寄付（年次） 
伊藤 智秋君 ￥ 5,000- 河合 一人君 ￥ 5,000- 
川面 智義君 ￥ 5,000- 篠原 光子君 ￥ 5,000- 
内本  繁君 ￥ 5,000- 山口  誠君 ￥ 5,000- 

 
本日の合計   ￥   30,000- 

         7/1 よりの累計   ￥  500,000- 

一人当たり平均      ＄87.54 
 

◎R 財団への寄付（ポリオ） 
 

本日の合計   ￥      0- 
         7/1 よりの累計   ￥  173,000-     
           一人当たり平均      ＄30.29 
 
◎米山奨学会への寄付  

石田 佳弘君 ￥ 5,000- 中西美代子君 ￥ 5,000- 
内本  繁君 ￥ 5,000- 山口  誠君 ￥ 5,000- 

 
本日の合計  ￥   20,000- 

          7/1 よりの累計  ￥  285,000-      
                会員より  ￥  180,000-      
               ｸﾗﾌﾞより    ￥ 105,000- 
                  一人当たり平均   ￥   6,786- 
 
◎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  ￥   60,000- 
 

 

 

 

 

 

◎ニコニコ箱報告 
・誕生記念内祝   伊藤君 
・結婚記念内祝   芦田君、 

井上君（お祝い頂きありがとうござ 

います。） 
川面君、小阪君、齋藤君 

・創業記念内祝     藤田君（大阪歯科大学卒業生として。

今年の夏にようやく遅れて

いた同窓会 100 周年記念大

会が行われました。ありが

とうございます。） 
橋本君（200 年になります！） 
倉本君、 
来村君（ありがとうございます。一日 

一日大切にすごしたいと思 

ってます。まさかの記念うれ 

しいです。） 
西田君、中西君、篠原君、 
山田君（卓話を聞いて下さりありがと 

うございました。） 
山室君 

・来年 2 月 4 日の IM２組ロータリーデーには貴クラブ
の皆様のご出席を心からお待ち申し上げております。 

茨木東 RC 平松 克一様 
・ようこそ平松克一様、高槻 RC へお越し下さいました。 

                   石田君 
・内本さん会長ノミニーご就任おめでとうございます‼ 

                                     河合君 
・会長ノミニーに選任いただき身の引き締まる思いで
す。皆様のご協力を何卒よろしくお願い申し上げま
す。                   内本君 

 

              本日の合計   ￥  98,000-  
    7/1 よりの累計   ￥ 979,000-  

   
- 
 

 

 

2022-2023 年 度 例 会 プ ロ グ ラ ム 

     

月 日 内  容 例会後の行事 備  考 

12

月 

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 

第 4 回地区大会事前会議（例会前） 
第 1 回被選理事会（於：事務局） 

地区大会（12/16・17） 

24 21→24 移動例会（於：山水館） 忘年家族例会（於：山水館）   

28 定款による休会   ＊クラブ運営委員会 

1

月 

4 定款による休会(祝日を含む週）   職業奉仕月間 

11 
高槻 3RC 新年合同例会（ホスト：高槻 RC） 
（於：ホテルアベストグランデ高槻） 

定例理事会   

18 記念月御祝/委員会例会 被選理事会（於：事務局）   

25 移動例会（於：桃谷樓）/私の履歴書（芦田君）   ＊職業奉仕委員会 

 


