
より次々年度会長及び次年度の副会長、幹事、会

計ならびに５名の理事の候補者の指名及び推薦

を開始いたします。なお、次週10月15日（木）11

時より指名委員会を開催いたします。指名委員会

メンバーの皆様には先日ご案内させていただい

ておりますので宜しくお願い致します。 

☆☆☆☆☆☆☆☆    幹 事 報 告幹 事 報 告幹 事 報 告幹 事 報 告    ☆☆☆☆☆☆☆☆ 

① 地区より職業奉仕月間に因んで地区職業奉仕

委員会制作の冊子「職業奉仕の真髄」が届きま

したので本日お配りしております。 

② 「09～10年度のための地区協議会」の記録書を

関係各位にお配りしております。なお、コスト

削減のために部門別会議はＣＤに集約されて

おります。 

③ 大阪鶴見ＲＣより「留学生による日本語作文

コンクール入賞作品集」が届いておりますの

で事務局で保管しております。 

④ 明日10月9日（金）午後から「殺虫剤散布」のた

めに事務局を閉めさせていただきますのでよ

ろしくお願いします。 

 ☆☆ ☆☆ ☆☆ ☆☆ にこにこ箱 にこにこ箱 にこにこ箱 にこにこ箱 ☆☆☆☆☆☆☆☆ 敬称を略す 

本日(10月１日）は米山奨学卓話で皆様のお耳を

よごしました。 田中 眞人 

郡会長先日はお世話になり本当にありがとうご

ざいました。   大阪大手前ＲＣ  岡本 雄介 

今日の職業奉仕賞授与式よろしくお願いします。 

               職業奉仕委員会 

☆☆ 今日のプログラム ☆☆☆☆ 今日のプログラム ☆☆☆☆ 今日のプログラム ☆☆☆☆ 今日のプログラム ☆☆    

１）例１）例１）例１）例    会会会会 （2040回）    

２）ソング２）ソング２）ソング２）ソング  四つのテスト 

３）卓３）卓３）卓３）卓    話話話話 「政局の行方と阪神の行方」 

            中村鋭一 様 

          赤松 照夫会員紹介 

４）次年度理事・役員指名委員会４）次年度理事・役員指名委員会４）次年度理事・役員指名委員会４）次年度理事・役員指名委員会    

   次々週（１０月２９日）のお知らせ次々週（１０月２９日）のお知らせ次々週（１０月２９日）のお知らせ次々週（１０月２９日）のお知らせ    

１）例１）例１）例１）例    会会会会 （2041回）    

２）ソング２）ソング２）ソング２）ソング  紅葉 

３）卓３）卓３）卓３）卓    話話話話 ｢日本の地震保険」 

        荒木 幾夫会員 

４）４）４）４）11111111月度定例理事会月度定例理事会月度定例理事会月度定例理事会    

    ＯＣＴＯＢＥＲＯＣＴＯＢＥＲＯＣＴＯＢＥＲＯＣＴＯＢＥＲ    １５１５１５１５    ２００９２００９２００９２００９    ＮＯ．２０４０ＮＯ．２０４０ＮＯ．２０４０ＮＯ．２０４０    

☆☆☆☆☆☆☆☆    １０月度の結婚記念日１０月度の結婚記念日１０月度の結婚記念日１０月度の結婚記念日    ☆☆☆☆☆☆☆☆    

 中島 康之  北村 修久  宮下 佳昭 

 安田 義治  髙 田  肇  岩谷 栄徳 

                        （以上敬称略） 

＊＊＊＊＊＊＊＊    先 週 の 例 会 報 告先 週 の 例 会 報 告先 週 の 例 会 報 告先 週 の 例 会 報 告    ＊＊＊＊＊＊＊＊    

☆☆☆☆☆☆☆☆    会 長 報 告会 長 報 告会 長 報 告会 長 報 告    ☆☆☆☆☆☆☆☆    

 ご来訪のビジターの皆様ようこそお越し下さ

いました。どうぞごゆっくりお過ごし下さい。会

員の皆様多数のご出席ありがとうございます。 

 また、今月10月は「職業奉仕月間」です。その

月間にちなんでの職業奉仕賞授与式にご出席下

さいましたご来賓並びに受賞者・ご同伴者の

方々、どうぞごゆっくりお過ごし下さい。 

 さて、先週３日の土曜日が中秋の名月十五夜で

したが、随分と秋らしくなってまいりました。特

に朝夕は涼しく感じるようになってまいりまし

た。新型インフルエンザも流行って居る様でござ

います。外出後は手洗い・うがいを必ず行って頂

きますようにお願い致します。本日は報告２件ご

ざいます。 

 ①10月４日（日）第２回目のＲＡＣの「クリー

ンハイク」に行ってまいりました。当日はロータ

リアン５名の方の参加を頂き、前回と同様に好天

の中、大川の右岸・左岸を楽しく清掃してまいり

ました。ご参加くださいましたロータリアンの皆

様ご苦労さまでした。ありがとうございました。 

 ②クラブ細則第1条第1節第1項に基づき、本日

電話(06)6345-1115(直通) 電話(06)6341-4411(ホテル) FAX(06)6344-8222 E-mail:temma-rc@lapis.plala.or.jp  http://www10.plala.or.jp/temma-rc/ 
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職業奉仕賞受賞の皆様おめでとうございます。 

 鍬田 充生 

誕生日自祝 福原 哲晃 

誕生日ならびに結婚記念日自祝 宮下 佳昭 

誕生日自祝 荒木 幾夫 

５ヵ年在籍自祝・連々続欠席のお詫び 永田 秀次 

６ヵ月ホームクラブ皆出席自祝 郡 悦清 

約１ヵ月失礼しました。 赤松 照夫 

赤松先輩！！お元気な姿を拝見し大変に嬉しく

感激しております。 中川 政照 

赤松さん、お元気な姿を見せていただき有難う

ございます。 福原 哲晃 

赤松さんお帰りなさい。 石田 道夫 

赤松先輩のお顔を拝見し、嬉しくなりました。 

 鍬田 充生 

赤松さん全快と団子茶会を祝して 和田 守道 

赤松さんの元気な姿を見れて感激！ 梅本 知秀 

赤松さん、ようこそお帰りなさい。 大矢 平治 

和田さん、松宮さんありがとうございました。 

 小寺 一矢 

梅本さん大変お世話に成りました。 西浦 司 

平成平成平成平成21212121年年年年10101010月月月月8888日日日日        合計金合計金合計金合計金            93,00093,00093,00093,000円円円円    

                                        累計金累計金累計金累計金    908,250908,250908,250908,250円円円円    

☆☆職業奉仕賞授与式会長挨拶☆☆☆☆職業奉仕賞授与式会長挨拶☆☆☆☆職業奉仕賞授与式会長挨拶☆☆☆☆職業奉仕賞授与式会長挨拶☆☆    

本日、職業奉仕賞を受賞される皆様おめでと

うございます、心よりお祝い申し上げます。 

当クラブの「職業奉仕賞」は1975年に創設され

本年で34年目を迎えます。その間、自らの職業を

通じて地域社会の為に誠実に永く貢献されてお

られる多くの方々を表彰させて頂いてまいりま

した。本年もそれに相応しい5名の方々を表彰さ

せて頂くことは我々にとりましても光栄であり

ます。 

ロータリークラブの基本は職業奉仕にありま

す。自らの職業を通じて広く社会に奉仕するこ

とです。さらに何れの奉仕もその言行は「四つの

テスト」に照らしてから行わねばなりません。 

１は、真実かどうか  

２は、みんなに公平か  

３は、好意と友情を深めるか  

４は、みんなのためになるかどうか 

ということです。これは受賞者の皆様においても

共通する職業人としての理念であろうと思いま

す。 

受賞の皆様はこの理念を誠実に守られ、果た

して来られたことにより、各職場で評価され、

本日の受賞につながったものと思います。皆様

方のご活躍に感謝し、今後も更なるご活躍を心

から祈念申し上げます。 

★クリーンハイクの報告とお礼★★クリーンハイクの報告とお礼★★クリーンハイクの報告とお礼★★クリーンハイクの報告とお礼★    

 当ＲＡＣ30周年記念事業の一環として活動中

の『第２回クリーンハイク』を、10月4日（日）午

前10時から約２時間をかけて天満橋から桜の宮

間の大川沿いで、総勢１８名のご参加を戴き実施

致しました。 

 開始に先立ち郡会長より素敵なベストを浅井

会長に贈呈があり、早速皆で着込むと、改めて新

鮮な気持になり、益々意気高揚も図れました。 

 当日は、まるで『第700回例会』を祝うかのよう

な日本晴れに恵まれ、時々潜る木陰では、爽やか

な秋風に触れて、とても心地よく動けました。お

陰で清掃活動も順調に進み、予想通りの成果が

あったように思います。 

 出発時にはスターバックスから「感謝の気持ち

です！」と言ってコーヒーサービスを受け、また、

澄み切った青空からは、山村前委員長が低空飛行

で『熱いエール』を送って戴いていたようです。 

 終わりに松宮前副会長から講評を戴き、中村会

長エレクトの発声で無事終了の労をねぎらいま

した。冷たい飲物が喉を通過した時の、あの“爽

快な感触”は疲れを忘れさせてくれました。 

 ご参加戴いたロータリアン（６名）、他クラブ

のＲＡＣメンバー（３名）、ＯＧ（２名）の方々

には、心から感謝とお礼を申し上げます。 

ローターアクト委員会 

☆☆ ☆☆ ☆☆ ☆☆ 出 席 報 告出 席 報 告出 席 報 告出 席 報 告 ☆☆☆☆☆☆☆☆（ ）内は会員総数を基準とした値 

国内ビジター ２名 会員総数 74名 

国内ゲスト  ９名 会員出席 48名(62名) 

外国ビジター ０名 出席規定適用免除 23名 

外国ゲスト  ０名 会員欠席 14名 

１０月８日の出席率 77.42％ 

４週間前（９月10日）の 

メークアップを含む出席率 80.30％ 

メークアップ実施会員     6名（欠席者19名) 

☆☆☆☆☆☆☆☆    本日のランチメニュー本日のランチメニュー本日のランチメニュー本日のランチメニュー    ☆☆☆☆☆☆☆☆    
・カリフラワーのクリームスープ 

・イトヨリのポテト包み焼き、ラタトゥイユ

クーリー 

・フルーツ取り合わせ・パン・コーヒー 



祝祝祝祝    辞辞辞辞    
推薦者代表 

大阪市北区長 

福塚 秀彰 様 

   代読 同北区役所総務担当課長 新野邉康一様 

 

大阪天満橋ロータリークラブの職業奉仕賞授

与式にあたりまして、一言お祝い申し上げます。 

まず、皆様方には平素から市政・区政の各般に

わたり、多大なるご理解とご協力を賜っており

ますことに厚くお礼申しあげます 

さて、大阪天満橋ロータリークラブにおかれ

ましては、１９６７年の発足以来、中央区・北区

の地域に密着した奉仕団体として幅広い活動を

積極的に展開され、これまで多大なご貢献をい

ただいておりますことに、深く敬意を表する次

第でございます。 

また、毎年10月を「職業奉仕月間」と定められ

ますとともに、「職業奉仕賞」を設けられ、それ

ぞれの職場で献身的に努力しておられる方々を

顕彰いただいているところでございます。 

本日、受賞されました方々には心よりお祝い

申しあげます。 

皆様方におかれましては、どうか、今後とも各

企業、ひいては、地域社会の発展のため、変わら

ぬご精勤、ご奉仕を賜りますよう、お願い申しあ

げます。 

最後になりましたが、大阪天満橋ロータリー

クラブの今後のますますのご発展と、本日ご出

席の皆様のご健勝、ご多幸を心からお祈りいた

しまして、推薦団体を代表いたしましてのご挨

拶とさせて頂きます。 

受賞者謝辞受賞者謝辞受賞者謝辞受賞者謝辞    
受賞者代表 

大阪市中央消防署 

 森本 康男 様 

大阪市中央消防署の森本です。本日は「職業奉

仕賞」という立派な賞を賜り、誠にありがとうご

ざいます。受賞者を代表いたしまして、一言感謝

とお礼のことばを申し上げます。 

私は大阪市消防局に勤務して来春で４２年に

なり、まもなく定年を迎えます。この間、市民に

安全と安心を提供するために、また、住民の災害

に対する不安を払拭するために、今何ができる

かということを常に心がけてきたつもりです。 

市民の目線で物事を考え、社会の変化ととも

に、今なにが一番消防に求められているのかを

常に念頭に置き、消火活動に、救急活動に、そし

て火災予防に全力で頑張ってきました。 

このたび、思いがけずこのような素晴らしい

賞をいただけるとお聞きし、さらにこのような

盛大なる表彰式にお招きいただき、家内ともど

も、あらためて身の引き締まる思いと感謝の念

で一杯でございます。 

皆様方の温かいお気持ちを後輩たちへお伝え

させていただきまして、より一層市民のために

奮励努力するよう指導いたしますとともに、私

自身も残りの消防人生、最後まで気を抜かず、真

摯に精一杯精進いたします。 

最期に、大阪天満橋ロータリークラブのます

ますのご発展と、本日、ご出席の皆様のご健勝と

ご多幸を祈念いたしまして、お礼のご挨拶とさ

せていただきます。 

誠にありがとうございました。 

平成２１年度平成２１年度平成２１年度平成２１年度    職業奉仕賞職業奉仕賞職業奉仕賞職業奉仕賞    授与式授与式授与式授与式    



山野上 裕子 様 

社会福祉法人北慶会 特別養護老人ホーム 

「北野よろこび苑」 管理栄養士 

平成２１年度平成２１年度平成２１年度平成２１年度    職業奉仕賞職業奉仕賞職業奉仕賞職業奉仕賞    授与式授与式授与式授与式    

辻 俊勝 様 

大阪市北消防署 消防司令補 

白石 速人 様 

大阪府天満警察署 警部補 

森本 康男 様 

大阪市中央消防署 消防司令補 

古賀 正信 様 

大阪府東警察署 警部補 


