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＜四つのテスト＞
つのテスト＞１．真実かどうか
真実かどうか ２．みんなに公平
みんなに公平か
公平か ３．好意と
好意と友情を
友情を深めるか
めるか ４．みんなのためになるかどうか
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職 業 奉 仕 月 間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆
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次週（１０月２８日）のお知らせ

２）ソング 友と呼べるのは

１）三世代クラブ社会奉仕事業
「泉布観見学」

３）卓 話 「これが、ガン治療の最前線」

２）三世代クラブ合同例会 （2086回）

１）例 会

（2085回）

森本 章裕会員
４）次年度理事・役員指名委員会

３）ソング 奉仕の理想
４）卓 話 「－わが国最古の本格的西洋建築－
泉布観の建築と歴史」
大阪市教育委員会事務局文化財保護担当
主幹 植木 久 様
５）11
５）11月度定例理事会
11月度定例理事会

☆☆ １０月度の結婚記念日 ☆☆
中島 康之
安田 義治

北村 修久
髙田 肇

宮下 佳昭
（以上敬称略）

＊＊ 先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆
皆さん、こんにちは。ゲスト、ビジターの皆様、
ようこそお越しいただきました。
今週月曜日は「体育の日」で祭日でした。人間
４０才をすぎると体力の衰えが始まるようで
す。その衰えを防ぐためには、日々少しずつでも
運動をすることに尽きるといわれています。一
言で体力と言いましても、３つの部分をバラン
スよくトレーニングする事が大切なようです。
それは、①に筋力、②に持久力、③に柔軟性の３
種類です。スポーツジムに通わなくても、歩くこ
と３０分、自宅でストレッチを含め筋力トレー
ニング１５分位で十分体力保持は出来るようで
す。皆様、出来るだけ早くお家に帰られて、ト
レーニングにお励みになられてはいかがでしょ
うか。
次に、先週お話しましたように、１０月はロー
タリー「職業奉仕月間」に当たります。本日はこ

の職業奉仕月間にちなみまして、当クラブの伝
統的奉仕活動であります、「職業奉仕賞」の授与
をさせて頂きます。本日受賞される方々は、誠実
にそして真摯にお仕事に取り組んでこられた皆
様です。後程、表彰をさせていただき又、ご挨拶
をしていただきます。
先週木曜日には、２２名の会員の参加で紳士
の料理教室が開かれ、辻学園の吉岡先生の指導
により、薬膳中華料理を教えていただきました。
当日は従来に比べ、材料の下こしらえを十分
にしていただいておりましたので、調理も早く
でき食事を堪能する十分な時間を作っていただ
きました。薬膳のヘルシー料理と豪華なフカヒ
レの姿煮という組み合わせで、会場は大いに盛
り上がりました。岡本会員そして中川会員にお
世話いただき有難う御座いました。

☆☆ 幹 事 報 告 ☆☆
①本日午後6時より天満橋キャッスルホテル３F
「錦城閣」にて新入会員歓迎会が開催されま
す。ご出席の方は宜しくお願いいたします。
②次週10月21日（木）11：30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
宜しくお願いいたします。

☆☆ 出 席 報 告 ☆☆（
国内ビジター ０名
国内ゲスト １４名
外国ビジター ０名
外国ゲスト
０名

会員総数
68名
会員出席
52名(59名)
出席規定適用免除 22名
会員欠席
7名

☆☆ にこに こ箱 ☆☆

敬称を略す

本日職業奉仕賞受賞の皆様、お目出とうござい
ます。
中村 健輔
結婚記念日自祝。会長綺麗なお花ありがとうご
ざいました。
安田 義治
結婚記念日自祝。会長綺麗なお花ありがとうご
ざいました。
中島 康之
誕生日自祝ならびに結婚記念日自祝。お花あり
がとうございました。
宮下 佳昭
５５才誕生日自祝。
山田 雅則
本日、口八町福島店オープン自祝。 中村 修
谷本さん、先日はご親切に有難うございまし
た。
坂本 一民
例会欠席のお詫び。
西浦 司
本日も沢山のニコニコありがとうございまし
た。
ＳＡＡ一同
平成22
平成22年
22年10月
10月14日
14日

合計金

41,000円
41,000円

累計金 1,066,090円
1,066,090円

）内は会員総数を基準とした値

10月14日の出席率
88.14％
４週間前（9月16日）の
メークアップを含む出席率 90.16％
メークアップ実施会員
8名（欠席者14名)
ては重要な奉仕活動として「職業奉仕賞」を1975
年に創設し、３５年にわたり表彰をさせて頂い
てまいりました。その創設の趣旨は、様々な職業
を通じて地域社会の為に誠実に貢献しておられ
る方々を表彰させて頂くものであります。
本年も、この職業奉仕賞にふさわしい７名の
お方を表彰させて頂くことになりました。本日
受賞の７名の皆様は、各職場におかれまして、
日々誠実に職務を果たしてこられ、そのことが
評価を受けられ本日の受賞となられたものと思
います。
皆様方のお仕事ぶりに敬意を表し、今後の更
なるご活躍を祈念申し上げましてご挨拶とさせ
て頂きます。
「祝辞」
推薦者代表
大阪府天満警察署長 岡上 茂樹 様
代読：同署総務課長 山本 彰 様

★ 平成２２年度 職業奉仕賞授与式 ★

ロータリー職業奉仕賞授与式会長挨拶
本日職業奉仕賞を受賞されます皆様、おめで
とう御座います。心よりお祝い申し上げます。
本来ロータリークラブの基本理念と致しまし
て、職業奉仕という事が大変重視されておりま
す。その根本は、よきロータリアンであるために
は、会員がまず自分の職業に日々誠実に取り組
んでゆくことにあります。そして個々の職業に
おいて、自分の言行として次の４つのテストに
照らし合わせてみることを教えられています。
１、真実かどうか、２、みんなに公平か、３、
好意と友情を深めるか、４、みんなの為になるか
どうか、であります。
このような理念の下で、当クラブにおきまし

本日は、大阪天満橋ロータリークラブ職業奉
仕賞授与式にあたりまして、推薦者を代表し、一
言ご挨拶を申し上げます。
まず本日は、光栄ある職業奉仕賞を受賞され
ました皆様方におかれましては、ご家族の皆様
方をはじめ誠におめでとうございます。心から
お祝いを申し上げます。そして、職業奉仕賞を永
きわたり授与されております大阪天満橋ロータ
リークラブの皆様方にありましても、そのご尽
力に推薦者を代表し、敬意とお礼を申し上げる
次第であります。誠にありがとうございます。
さて、この職業奉仕賞のすばらしさは、何と
いっても選定基準にあると強く感じておりま
す。ご披露させていただきますと

○その1つ目が、その職場を通じて世の中、人の
ために献身的な努力を重ねている者
○その2つ目が、職業が社会のために有用なもの
○そしてその3つ目は、表彰という機会の少ない
部署の方
ということであります。
受賞されました方々は、それぞれの職場にお
いて「縁の下の力持ち」的存在の方、組織にとっ
て、なくてはならない方々ばかりではあります
が、日頃は、組織の目的などから表彰の機会が少
ないという結果であります。
しかしながら、本日の賞は、選定基準のとおり
皆様方のような、一生懸命みんなのフォロー、下
支えし頑張っている者に取りましては、本当に
心強い、心のバックアップになるものであると
考えております。
それぞれの職業ではありますが、本当に価値
ある、すばらしい賞であります。どうか、受賞さ
れた皆様方におかれましては、今後ともそれぞ
れの職場におかれまして変わらぬご精勤、ご奉
仕を賜りますようよろしくお願い申し上げま
す。
おわりに、大阪天満橋ロータリークラブの
益々のご発展と本日ご出席の皆様のご健勝、ご
多幸を心より祈念いたしまして挨拶とさせてい
ただきます。
本日は、本当におめでとうございます。

「受賞者謝辞」
受賞者代表
大阪市北消防署 山本 昇 様
大阪市北消防署の山
本と申します。
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
言感謝とお礼の言葉を申し上げます。
「職業奉仕賞」は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た人を表彰すると
お聞きしました。
このたびこのようなすば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表彰式
にお招きいただき、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す。
私は大阪市消防局に勤務して三十四年になり
ます。この間、消防局の理念である「法律を尊重
し、命令、条例を忠実に擁護し、消防の任務を自
覚し、全体の奉仕者として誠実に且つ公正に消
防職務の遂行に当たる」ことを常に心がけて、市
民に安全と安心を提供するため、消化、救急活動
に、火災予防に全力で頑張ってきたことが認め
ていただいたと感謝の念で一杯でございます。
今後も、後輩と共により一層市民のため、安全
と安心を提供するよう努力する所存でございま
す。最後に、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議して、お礼のご挨拶とさ
せていただきます。本日は誠にありがとうござ
いました。

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
・ハヤシライス（雑穀米）
・コーヒー

・ミックスサラダ

友 と呼 べる のは

大阪天満橋 ＲＣ
作詞 赤 木 頌 一

大阪天満橋 ＲＣ
作曲 山 口 福 男

一、友 と呼 べる のは 信 じ合 って いるから

友 と呼 べる のは ねが いが同じだ から

一人 一人 の しごとは違 っても

平和 で暖 か い 世界を作 るために

ロータリークラブ

平和 で暖 か い 世界を作 るために

おお ロータリー

のぞ みが同じだ から

二、友 と呼 べる のは 許 し合 って いるから

友 と呼 べる のは

一人 一人 の 時間 は違 っても

奉 仕 の理想を 世界 に満 たすために

ロータリークラブ

奉 仕 の理想を 世界 に満 たすために

おお ロータリー

平成２２年度 職業奉仕賞受賞者の皆様

松本 聡美 様
大阪市北区社会福祉協議会

山本 昇 様
大阪市北消防署

島 俊章 様
大阪府天満警察署

菅沼 肇 様
大阪府森林組合

石田 政利 様
大阪府東警察署

山西 雅洋 様
社会福祉法人青葉学園

萬年 克巳 様
大阪市中央消防署

