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＜四つのテスト＞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．みんなのためになるかどうか
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１８

職 業 奉 仕 月 間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例 会 （2176回）
２）ソング それでこそロータリー
３）卓 話 「 雑 感 」
成松 正和会員
４）次年度理事・役員指名委員会

☆☆ １０月度の在籍表彰 ☆☆
26ヵ年 土井 憲一 16ヵ年 石田 道夫
16ヵ年 木村 忠夫 16ヵ年 松宮 清隆
10ヵ年 溝手 悟
5ヵ年 寺村 清
（以上敬称略）

＊＊

先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

本日もご来訪のロータリアンならびにゲスト
の皆様こんにちは！お時間の許す限り、ごゆる
りとお食事・ご歓談下さいませ！又会員の皆様
多数ご出席頂きありがとうございます。
さて本日は当クラブの伝統的奉仕事業であり
ます「職業奉仕賞授与式」でございます。本日受
賞の方々は日々それぞれの職務において誠実
に・・・そして真摯にお仕事に取り組んでこられ
た皆様です。
後程表彰をさせて頂き、一言ご挨拶をお願い
申しあげます。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①大阪淀川ＲＣよりＩＭ開催記録ＣＤが届きま
したので参加申し込みいただきました方々に
本日お配りしております。
②№1.4.8テーブル情報集会のご案内をお配りし
ております。多数のご参加をお願い致します。
③青少年交換来日学生 アンドレ君のウエルカ
ムパーティー出欠のご返事を事務局までお願
いいたします。

２０１２

ＮＯ．２１７６

米 山 月 間
次週（１０月２５日）のお知らせ
１）例 会 （2177回）
２）ソング 村祭
３）卓 話 「企業のよもやまばなし」
箕村 保 会員
４）11月度定例理事会
④「創立45周年記念例会・祝賀会」出欠のご返事
を事務局までお願いいたします。
⑤「台北陽明ＲＣ・タイ国ロータリアン 」ウエ
ルカムパーティーならびに懇親会の出欠のご
返事を事務局までお願いいたします。
⑥「ＲＩ第2660地区 2012～13年度 地区大会」
の出欠のご返事を事務局までお願いいたしま
す。なお、申込書下方に分科会の出席対象者が
明記されておりますので該当されます会員各
位は分科会へのご参加もよろしくお願いいた
します。

☆☆ にこにこ箱 ☆☆

敬称を略す

本日ご受賞の皆様誠におめでとうございます。
心よりお慶び申上げます。
川原 和彦
職業奉仕賞受賞者の皆様おめでとうございま
す。これからもご活躍下さい。
在本 茂
職業奉仕賞ご受賞の皆様、おめでとうございます
鍬田 充生
職業奉仕賞受賞、おめでとうございます
永田 秀次
誕生日自祝 ついに、年金年齢に達しました。
福原 哲晃
３０回目の結婚記念日自祝。会長 お花を贈っ
ていただきありがとうございました。
中島 康之
結婚記念日自祝ならびに誕生日自祝 宮下 佳昭
平成24年10月11日

合計金

50,000円

累計金

921,000円

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

２名
11名
０名
０名

会員総数
68名
会員出席
53名(60名)
出席規定適用免除 21名
会員欠席
7名

☆平成 24 年度 職業奉仕賞授与式 ☆
職業奉仕賞授与式に因んで
川原 和彦 会長
本日受賞をされる皆様おめでとうございま
す。心よりお祝い申しあげます。
当クラブの「職業奉仕賞」は１９７５年に創設
され本年で３７年目を迎えます。
創設の主旨は、種々の職業を通じ、地域の為に
誠実に永きにわたり様々な活動をされている
方々を「職業奉仕月間」の１０月に表彰させてい
ただくものです。本年も職業奉仕賞に相応しい
５名の方々のご功績を称え、ここに表彰させて
頂くものであります。
ロータリ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事
です。個々の職業において奉仕活動の指針とし
て「四つのテスト」に照らし合わせてみる事を教
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！
これは受賞者の皆様方におかれましても、共
通する理念であろうかと思います。
本日受賞される皆様は、そてぞれの職場で
常々大阪府民・大阪市民の心を自分の心におき
かえ、地域社会の為に日夜ご尽力されている
方々でございます。
敬愛と感謝の意を表し、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
大阪市中央消防署 署長 今井 常弘 様
中央消防署長の
今井でございます。
皆様方には平素か
ら消防行政の各般
にわたりまして、格
別のご支援、ご協力
を賜り厚くお礼申
し上げます。

）内は会員総数を基準とした値

10月11日の出席率
88.33％
４週間前（9月20日）の
メークアップを含む出席率 87.10％
メークアップ実施会員
0名（欠席者8名)
さて、大阪天満橋ロータリークラブにおかれ
ましては、本年、創立４５周年を迎えられたと伺
いました。長年にわたり、地域に密着した奉仕活
動を続けておられますことに敬意を表しますと
ともに感謝を申し上げます。
その活動の一環として、
「職業奉仕賞」があり、
地域において献身的な努力をしている職業人と
して、私どもの職員も表彰していただいており
ます。
本年につきましても、私どもが推薦しました
職員に対して、このようなすばらしい「職業奉仕
賞」をいただいたことは、受賞職員はもちろんの
こと、職場で働く全職員の誇りであり、士気が大
いに高まるものでございます。
私ども中央消防署では、
「災害のない安全なま
ち」「災害に強いまち」をめざして全職員一丸と
なって日々の業務に取り組んでおりますが、今
回の受賞を契機にさらに職務に精励してまいる
所存でございます。
大阪天満橋ロータリークラブがますますご発
展されますこと、そして皆様方のご健勝、ご多幸
をお祈りいたしましてお祝いとお礼の言葉とさ
せていただきます。
本日は本当にありがとうございました。
「 受賞者謝辞 」
受賞者代表
大阪府東察署 警部補 谷垣 孝信 様
受賞者を代表
して、一言感謝
の意を申し上げ
ます。
本日は「職業奉
仕賞」という栄
えある賞を賜り
ましたことに深
く感謝を申し上げます。
私達は、今回の賞を賜ることにより、今後も
色々な職場で責任をもって頼むぞと背中を押さ
れているような気が致します。
この職業奉仕賞を頂き、更なる励みとして

次の3点を心構えとし行って参りたいと思い
ます。
まず1点目は、
社会奉仕の精神を後輩に伝承し将来の為に若
き者を指導育成していく。
2点目は、
職業人として老いも若きも「切磋琢磨」し社会
に貢献する労を惜しまない。
3点目は、
その精神は、不撓不屈の精神であり、公平な奉
仕を尽くすことであります。
以上の3点を肝に銘じ邁進して参りたいと思
います。
さて、私事になりますが大阪府警察官を拝命
し、今年で37年になります。現在は大阪府東警察
署の広聴相談係で勤務しております。
警察署に寄せられる相談件数も年々増加して
おり、内容も複雑多岐化しています。
この種の相談は、予め弁護士や各種の相談窓
口に赴き回答を得ているものの、最後に警察の
見解を確認したいと言うものです。
この様な事から、私は先に申し上げました3点
を踏まえ、今回、賜りました賞を汚さぬよう、今
後も努力精進し残された警察の責務を全うして
いく覚悟で有ります。
最後に大阪天満橋ロータリークラブの皆様方
やご参会頂きました皆様方に感謝の意を申し上
げ受賞者を代表しまして、御礼のご挨拶とさせ
て頂きます。本当にありがとうございました。

職業奉仕
（Vocational Service）
ロータリーの第2奉仕部門。その目的
には、事業および専門職務の道徳的水準
を高め、あらゆる業務は尊重されるべき
であるという認識を深め、あらゆる職業
に携わる中で奉仕の理想を生かしてい
くことが含まれる。
クラブの役割としては、クラブ会員の
手腕を生かして、社会のニーズに応えら
れるようなプロジェクトを開発するこ
とが含まれる。クラブ会員の役割は、
ロータリーの原則に沿って、自らと自分
の職業を律し、併せてクラブが開発した
プロジェクトに応えることである（『手
続要覧2004年』P274）。
職業奉仕は、クラブと会員両方の責務
で す。「職 業 奉 仕 に 関 す る 声 明
（Statement on Vocational Service）」、
「ロ ー タ リ ア ン の 職 業 宣 言
（Declaration of Rotarians in Businesses and Professions）」など、詳細
は手続要覧に譲りますが、「四つのテス
ト」（The Four-Way Test）に、職業奉仕
の精神が生きています。
具体的には、各会員の職業を生かし、
青 少 年 に 対 し 職 業 指 導（Vocational
Guidance）として就職相談を行ったりし
ています。
特に日本では、職業倫理についての関
心が高く、「職業奉仕こそがロータリー
のロータリーたるゆえんである」と言わ
れています。

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
・柿と湯葉の白和え
・すき焼き丼
牛肉 白菜 玉葱 焼豆腐 椎茸 人参 青
葱 糸蒟蒻 温泉玉子添え
・赤味噌仕立て
・林檎コンポート
・コーヒー

矢野一郎

それでこそロータリー

東京ＲＣ

一、どこで会っても

やあと言おうよ

見つけた時にゃ

おいと呼ぼうよ

遠い時には

手を振り合おうよ

それでこそ

ローローロータリー

二、笑顔笑顔で

語り合おうよ

心心で

結び合おうよ

みんな世の為

働き合おうよ

それでこそ

ローローロータリー

平成２４年度 職業奉仕賞受賞者の皆様

谷垣 孝信
大阪府東警察署

様
警部補
吉田 尚宏 様
大阪市中央消防署 消防司令浦

奥村 直行 様
大阪府天満警察署 警部補

島本 真弓 様
財団法人 田附興風会 北野病院

足立 隆洋 様
大阪市北消防署 消防司令

看護師

