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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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例会場変更（於：桃谷樓） 
 
◎ ソング・・・我等の生業 
◎ 卓話  芦田 泰弦君 

「 私の履歴書 」 
◎ 例会後の行事 

情報集会（於：桃谷樓） 
◎ 例会後の行事 

第 2 回被選理事会（於：山水館） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3304 回 本日（1/25）の例会 

¥¥¥¥ 

 
 

例会場変更（於：桃谷樓） 
 

 ガバナー補佐訪問  
 
◎ 国 歌  ･･･君が代 

◎ ソング  ･･･奉仕の理想 

◎ 卓話  国際ロータリー第 2660 地区   
ガバナー補佐 伊藤 智秋様 

◎ 例会後の行事 
2 月度定例理事会（於：事務局） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3305 回 次週（2/1）の例会 

会員数 出席者数 出席 

47 名 35 名 76.09 ％ 

前々回例会補正後出席率  92.86 ％ 

但し、 Mup 16 名   欠席者 3 名 

出席規定摘用免除有資格者 5 名 

 

 

 

 

 

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

先週（1/18）の例会から 

）の例会から 

）の例会から 

1月は職業奉仕月間 

◎会長の時間 

 

コロナ感染症もなかなか落ち着きません。 
今年に入って以来 12,000～15,000 人ぐらいで推移

しております。 
またコロナとインフルエンザの同時感染症も高槻の

北の方を中心にふえてきております。 
まだまだ予断は許しませんが皆さまにおかれまして

は十二分に気を付けて頂きたいと思います。 
さて今月は職業奉仕月間ですのでそのことをお話致

します。 
私たちは何のために働いているのでしょうか？ 
ロータリーに職業奉仕の概念を導入したアーサー・

フレデリック・シェルドンは、1921年に行った「ロー
タリー哲学」という表題のスピーチの中で、われわれ
の職業は、金儲けをする手段ではなく、その職業を通
じて社会に奉仕するために存在すると述べています。 
まぁ現実にはありえないとしても、パン屋、洋服屋、

米屋、銀行と、どんな職業であっても、ある日突然そ
の職業を営む人が全員いなくなったとしたら、社会の
人々は大いに困るに違いありません。 
そういう事態を迎えて初めて、すべての職業は社会

に奉仕するために存在することが判るのかも知れませ
ん。 
ロータリーでは社会に奉仕するための事業を実業と

定義しています。 
ほとんどの事業は程度の差こそあれ社会に貢献して

いますから実業です。 
これに対して社会には全く貢献せず、自分が儲ける

ことのみを第一義に考える事業は虚業だと言えるでし
ょう。 
 

 
◎メークアップによる 8 月度皆出席表彰 

 
清水 利男君    通算 23 年 
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なお例え実業であっても、社会に奉仕することを忘れ
て、自分の利益を優先した企業経営を行えば、その企業
の将来は必ず不幸な末路をたどることでしょう。 
事業主は実業であると信じていたかも知れませんが、

明らかに虚業である幾つかの企業が起こした不祥事を
振り返ってみます。 
テキサス州ヒューストンに本拠を置く総合エネルギ

ー企業エンロンは、不正なガスと電力取引によって巨大
な利益をあげました。 
しかし不正な株価操作と粉飾決算が内部告発によっ

て表面化して結果的に倒産しました。 
堀江貴文氏は世間の誰もがやらないような方法で法

律の抜け道を潜って、会社の実態の伴わない株式分割を
したり、時間外取引や投資事業組合やペーパー・カンパ
ニーを使って、株の買占めや粉飾決算をしました。 
これらの二つの会社の共通点は、株価至上主義に走っ

たあまり、本来は会社の業績を示す指標であるはずの株
価を、利益のかさ上げや、損失のとばし、デリバティブ
によって人為的に上げようとしたことにあります。 
物言う株主として脚光を浴びた村上世彰氏はニッポ

ン放送株のインサイダー取引によって実刑判決を受け
ました。 
ファンドだから「安ければ買い，高ければ売る」のは

当然だという擁護論もありますが、阪神電鉄買収劇を見
ても、企業を自らの金儲けの手段としか考えていないこ
とは明らかです。 
敵対的買収で有名なスチール・パートナーズについて

も同様なことがいえます。 
伝票の操作だけで金を儲けるこれらの事業を果たし

て実業と呼べるのでしょうか。 
M&Aと書くと格好よく聞こえますが、会社や従業員や

消費者の利益のためのM&Aでなければ、これは「会社乗
取屋」に過ぎません。 
「会社乗取屋」は社会に奉仕する職業なのでしょう

か。 
「会社乗取屋」を含めた世間の人達が疑義を抱くよう

な方法で巨万の富を築くような事業は、ロータリーが定
義する世に有用な職業ではなく、虚業に過ぎないので
す。 
ロータリーは、こういった事業をまともな職業だと判

断して入会を許した経済団体の轍

てつ

を踏むようなことが
あってはならないのです。 
職業を通じて社会に奉仕することを忘れて、自分の利

益を優先するところから、数々の不祥事が起こります。 
豚肉や鶏肉を牛肉と偽装表示したり、肉に水を注入し

て重さをごまかしたミート・ホープや、牛肉の原産地を
偽装した船場吉兆の例は、偽物を売ったことで明らかに
消費者の信頼を裏切った行為です。 
賞味期限を偽った雪印乳業、白い恋人、フジヤ、赤福

餅も消費者の信頼を裏切った行為には違いありません
が、より新鮮で美味しい食品を消費者に届けようという
善意から生まれた賞味期限というあまり学問的な裏づ
けのない日付設定と、食品の安全性の間に生じる矛盾に
ついてはいささか疑問が残りますし、これらの会社の製
品を食べて事故が起こった例を聞かないことも不思議
です。 
外国では食べ残しの食品を「Doggy Bag」に入れて持

ち帰るのが普通なのに、日本ではすべて廃棄処分にする
という法律も、食品のほとんどを輸入に頼っているわが
国の現状から見ても考え直す必要があるのかも知れま
せん。 
不祥事を起こして糾弾される企業がある一方で、経営

破綻を起こしたスーパーダイエーの創業者中内功氏が
社会的に厳しく糾弾されたことがないことも興味ある
事実です。 
 
 
 

売上高日本一のスーパーを育て上げた一方で野心的
な事業拡大が裏目となって、経営破綻を招きましたが、
彼の流通革命の功績は高く評価され尊敬の念は薄れて
いません。 
彼の評価が高いのは，顧客の立場に立って大手メーカ

ーとの衝突しながら，価格破壊を推進したことです。 
さらに阪神・淡路大震災に当たっては、三宮店の壊滅

的な損害にも関わらず、被災者の生活必需品の供給に全
力を挙げたことも大きな評価です。 
すなわち自らが儲けることよりも、社会に奉仕するこ

とを優先したのです。 
これが職業奉仕の精神です。 
以上です。 
 
 

◎幹事報告 
・1 月ロータリーレート 1 ドル：132 円 

・ガバナー事務所より「八尾中央RC解散のお知らせ」が
届いております。同クラブは2022年12月31日付で国際
ロータリーを脱会致しました。 

・千里RCより「創立50周年記念無料講演会のご案内」が
届いております。本日例会ポケットにチラシを配布し
ております。回覧を回しますので、出欠をご記入下さ
い。宜しくお願い致します。 

【日 時】2023年3月11日(土)14：00～16：00 
【場 所】千里ライフサイエンスセンター5F 
【参加費】無料 
【講演１】14：10～14：55 

「新型コロナ感染症の今、そして今後は？」 
大阪大学免疫学フロンティア研究センター 
招へい教授 宮坂 昌之先生 

【講演２】15：10～15：55 
「ウィズコロナ時代をいきるために理解して
おくべきこと」 
東洋大学社会学部社会心理学科 
准教授 榊原 圭子先生 

・リーガロイヤルホテル魚田様が12/21(水)地区大会の
御礼のご挨拶に事務局にお見えになられました。お菓
子を頂いております。後方テーブルに置いております
ので、ご自由にお召し上がり下さい。また本日DVDを
お持ち下さいました。DVDが必要な方にはコピーして
お渡しさせて頂きます。宜しくお願い致します。 
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◎委員会報告 
〇地区大会実行員会       委員長 浜田 厚男 
・地区大会打上げ会を無事終える事が出来ました。誠に
ありがとうございます。地区大会打ち上げ会は地区大
会終了後 12/17(土)に開催致しましたが、今回は当ク
ラブの会員で再度開催したいと思います。会費の予算
は 7,000 円で予定しておりますが、この後の理事会で
クラブからいくらか補助していただけないか会長に交
渉したいと思っておりますので、会費の金額は追って
ご連絡致します。回覧を回しますので、多数の皆様の
ご出席宜しくお願い致します。 

【日 時】2023 年 1 月 30日(月)19：00～ 
【場 所】つきの井 
【会 費】追ってご連絡致します。 
 
〇ゴルフ同好会              小阪 大輔 
・「2022－2023 年度第 3 回高槻 3RC ゴルフコンペ」を開
催致します。今回は当クラブがホストですので、多数
の皆様のご参加よろしくお願い致します。 

【日 時】2023 年 3 月 11日(土)  
9：00 集合 9：40 スタート（キャディ無） 

【場 所】ベニーカントリー倶楽部 
【競 技】18 ホールズ 

ストロークプレー・ダブルペリア方式 

【会 費】10,000 円 

 

〇社会奉仕委員会            西本 恵美子 
・ローターアクト第 2 回地区献血のご案内が届いており
ます。65 歳以上の採血できないロータリアンの方も献
血者のご紹介やよびかけ、応援等、御協力よろしくお
願いいたします。回覧に活動拠点を添付しております
ので、参加希望の方は、活動拠点・献血か PR 活動の
いずれかをご記入お願い致します。 

【日 時】2023年2月5日(日)※雨天決行 
【集 合】10：00～16：00 
【場 所】①イオン茨木前 ②京橋駅前 

③樟葉駅前④梅田 HEP 前⑤阪急高槻市駅前 
    ※事前登録が必要となりますので、参加を希望

される方は、事務局までご連絡下さい。 

【活動内容】①４００㎖献血 

     ②街頭での一般の方への献血の呼びかけ 

     ③RAC の活動 PR 

 

〇クラブ研修委員会          羽根田 茂子 
・情報集会を開催致します。回覧を回しますので、多数
の皆様のご出席を宜しくお願い致します。 

【日 時】2023年1月25日(水)例会後 
【場 所】桃谷樓 
【参加費】無料（ドリンクをご用意致します） 
 
 
◎委員会例会 
 
 
 

◎ニコニコ箱報告 
・誕生記念内祝   橋本君、石田君、河合君、山室君 
・結婚記念内祝   飯田君 
・入会記念内祝   浦中君（入会 4 周年になりました。頑

張ります‼） 
・創業記念内祝     光本君 
・忘年家族例会でのビンゴでたくさん景品頂きありがあ
りがとうございました。           小阪君 

・3RC 新年合同例会にホテルアベストグランデ高槻をご
利用頂き誠に有難うございます。本年も宜しくお願い
致します。                拝郷君 

 

              本日の合計   ￥  45,000-  
    7/1 よりの累計   ￥1,039,000-  

   
◎R 財団への寄付（年次） 
石田 佳弘君 ￥ 5,000- 河合 一人君 ￥ 5,000- 
山口  誠君 ￥ 5,000- 山室 匡史君 ￥ 5,000- 

 
本日の合計   ￥   20,000- 

         7/1 よりの累計   ￥  530,000- 

一人当たり平均      ＄92.79 
 

◎R 財団への寄付（ポリオ） 
藤松 功治君 ￥ 5,000- 浦中 郁文君 ￥ 5,000- 

 
本日の合計   ￥   10,000- 

         7/1 よりの累計   ￥  313,000-     
           一人当たり平均      ＄54.80 
 
◎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  ￥  412.500-      
                会員より  ￥  190,000-      
               ｸﾗﾌﾞより    ￥ 222,500- 
                  一人当たり平均   ￥   9,821- 
 
◎青少年育成基金への寄付 

 
本日の合計  ￥      0-      

7/1 よりの累計  ￥   70,000- 
 

 

 

 

 

 

◎1/18 卓上花 
  
スイートピー 

 ···· 門出 
カーネーション 

 ···· 無垢で深い愛 
スターチス 

 ···· 変わらぬ心 
カスミソウ 

 ···· 幸福・感謝 
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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 

1

月 
25 移動例会（於：桃谷樓）/私の履歴書（芦田君） 

情報集会（於：桃谷樓） 
第 2 回被選理事会（於：山水館） 

＊職業奉仕委員会 

2

月 

1 
移動例会（於：桃谷樓） 
第 2 回ガバナー補佐訪問 
卓話（伊藤ガバナー補佐） 

定例理事会（於：事務局） 平和構築と紛争予防月間 

8 記念月御祝/卓話（西本君） 第 3 回被選理事会 IM２組ロータリーデー（2/4） 

15 卓話（羽根田君）     

22 定款による休会(祝日を含む週）   ＊国際奉仕委員会 

3

月 

1 記念月御祝/卓話（浦中君） 定例理事会 水と衛生月間 

8 卓話（山室君） 第 4 回被選理事会 PETS（3/4） 

15 委員会例会     

22 定款による休会(祝日を含む週）     

29 卓話（大木君）   ＊クラブ研修委員会 

 


