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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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職 業 奉 仕 月 間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆
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米 山 月 間
次々週（１０月３１日）のお知らせ

１）三世代クラブ合同例会（2221回）

１）例

２）国旗およびロータリー旗に礼

２）ソング

村祭り

３）ソング

３）卓

｢出雲と大和の関係｣

君が代・奉仕の理想

会
話

（2222回）

藤井 弁次会員

４）三世代合同社会奉仕事業報告
５）卓

話

「青少年育成事業について」

一般財団法人

大阪府青少年活動財団

代表理事 理事長

＊＊

鈴木

先 週 の 例 会 報 告
☆☆

会 長 報 告

４）次年度理事・役員指名委員会
５）11月度定例理事会

孝三様

＊＊

☆☆

皆さんこんにちは、ゲストの皆様、ビジターの
皆様ようこそいらっしゃいました。また、第2660
地区のガバナー補佐山田英男様ご臨席ありがと
うございます。先週から今週にかけて台風が二
つも発生し、雨のご心配をされていたと思いま
す。本日は台風一過晴天のもとに受賞者をお迎
えし、職業奉仕授与式を行わせていただくこと
ができました。受賞者の皆様、またご同伴の皆様
ご出席ありがとうございます。
≪会長報告≫
１.10月3日木曜日、寺杣会員の新入会員歓迎会が
大阪キャッスルホテル錦城閣におきまして30
名参加のもと盛会に行われました。親睦委員会
の皆様ご苦労様でございました。
２.クラブ細則第１条第１節（1）に基づき、本日
より次々年度会長および次年度の副会長、幹
事、会計並びに５名の理事（職業奉仕委員長、
社会奉仕委員長、新世代奉仕委員長、国際奉仕
委員長、会員強化委員長）の候補者の指名及び
推薦を開始いたします。
なお、10月31日（木）11：30より指名委員会を

開催いたします。指名委員の皆様には本日ご案内
させて頂いておりますのでよろしくお願いいた
します。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①職業奉仕賞授与式 式次第を会員ポストにお
配りしています。
②№7・8テーブル情報集会のご案内を本日お配
りしています。
③「新年初例会前の天満宮でのご祈祷」出欠の
ご返事を事務局までお願いいたします。
④次週は三世代クラブ合同例会になります。ご
出席のご返事を頂いております会員各位は宜
しくお願いいたします。なお、当日の幹事報告
は書面にて会員ポストに配布させて頂きま
す。
⑤12日（土）は秋の家族会です。ご参加の会員各
位は午前8時30分 近鉄大阪上本町駅 １階改札
口へ集合下さい。なお、創立45周年記念ネクタ
イのご着用をお願いいたします。
⑥次々週10月24日（木）は定款により休会になり
ます。なお、事務局もお休みさせて頂きます。

☆☆ にこにこ箱 ☆☆

敬称を略す

職業奉仕賞御受賞の皆様おめでとうございま
す。本日は御出席ありがとうございます。
在本 茂

☆☆ 出 席 報 告 ☆☆（
国内ビジター １名
国内ゲスト １６名
外国ビジター ０名
外国ゲスト
０名

会員総数
会員出席
出席規定適用免除
会員欠席

67名
50名(62名)
25名
12名

本日の職業奉仕賞ご受賞の皆様誠におめでとう
ございます!!心よりお喜び申上げます。
川原 和彦
山田雅浩委員長、職業奉仕賞が晴天の下に無事
挙行される事をお祈り申し上げます。受賞者の
皆様にお目出とうございます。
中川 政照
職業奉仕賞受賞の皆様おめでとうございます。
石田 道夫
在籍２７ヶ年自祝
土井 憲一
１７ヵ年在籍自祝！
石田 道夫
１７ヵ年在籍自祝
木村 忠夫
１１年在籍表彰自祝
溝手 悟
６ヵ年ありがとうございます。
寺村 清
１ヶ年在籍表彰自祝
髙井宗一郎
６ヵ月ホームクラブ皆出席自祝
福井 興
６ヵ月ホームクラブ皆出席自祝
中島 康之
ホームクラブ皆出席の自祝
髙松 貞彦
６ヵ月ホームクラブ皆出席自祝として
中島 清治
ホームクラブ６ヶ月自祝
山田 雅浩
歓迎会有難うございました。皆様のお取りはか
らい心よりお礼申し上げます。
寺杣 晃一
新入会員歓迎会に多数のご参加を頂きありがと
うございます。
親睦活動委員会
大阪弁護士会会長の任期も後六カ月。元気で
やっています。
福原 哲晃
保倉会員、二宮会員、井戸会員、この度はお世
話になりありがとうございました。 安田 義治
平成25年10月10日

合計金

91,000円

累計金

918,200円

）内は会員総数を基準とした値

１０月１０日の出席率 80.65％
４週間前（9月19日）の
メークアップを含む出席率 81.67％
メークアップ実施会員
1名（欠席者12名)
ロータリークラブの活動は1、職業奉仕 2、社
会奉仕 3、青少年奉仕 4、国際奉仕 5、クラブ
奉仕の5部門にわけられておりますがそのうち
の職業奉仕部門は、自らの職業を通じて広く社
会に奉仕する事をその目的としております。ま
た、ロータリークラブはその活動を「四つのテス
ト」に照らし合わせてみる事を教えております。
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、みんなのためにな
るかどうか！
この四つのテストの理念は受賞者の皆様方に
おかれましても行動の基準としてお持ちのこと
と思います。
本日授与される皆様には日本国、大阪府、大阪
市の職場の中で、日々努力をされ職場や地域社
会、国の為にご尽力されておられる方々でござ
います。
敬愛と感謝の気持ちをもちまして、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
て戴きます。

「推薦者代表挨拶」

☆☆平成２５年度職業奉仕賞授与式☆☆
職業奉仕賞授与式にのぞんで
在本 茂 会長
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。
ロータリークラブは10月を職業奉仕月間と
し、職業を通じてさまざまな奉仕を行うことな
どを奨励しておりますが、当クラブにおきまし
てはこの10月に、
さまざまな形で地域や職域の中
において、永年にわたり功労をされていただい
ている方をご推薦戴き、その労を讃え表彰させ
て戴いております。本年度は7名の方をここに表
彰させて戴きます。

自衛隊大阪地方協力本部
総務課渉外室渉外室長
三等空佐 福山善久様
自衛隊大阪地方協力本部 総務課渉外室渉外
室長の福山です。本日は大阪天満橋ロータリー
クラブが開催致します「第３９回職業奉仕賞授
与式」に我々自衛隊を表彰して頂く事は大変光
栄であり、感謝申し上げます。さて、今回初めて
参加させて頂きますので自衛隊の概要等に就き
まして簡単に紹介させて頂きます。自衛隊は陸
上、海上、航空の３自衛隊が日本各地に配置さ
れ、日本の防衛の為各種任務及び訓練等に日夜
邁進しているところであります。昨今の日本を

取り巻く国際環境は、アジア地域における中国
及び北朝鮮の動向、国際テロリズム、サイバー攻
撃等多くの安全保障上の課題に直面しておりま
す。また、国際協力活動においてもその必要性は
一層高まる傾向にあり、国際社会からは更なる
自衛隊の活動が期待されています。一方、国内で
は異常気象等による洪水や東日本大震災等の地
震による災害が発生し、自衛隊の災害派遣等国
民の自衛隊に対する期待が益々高まっており、
各種実態に対し迅速かつ的確に対応することが
求められています。
自衛隊大阪地方協力本部は、そのような環境
下で任務を遂行できる良質な自衛隊員の募集及
び退職自衛官の就職支援業務を主に実施してお
ります。また、陸上自衛隊八尾駐屯地は、大阪で
唯一の陸上自衛隊ヘリコプター部隊として、阪
神淡路大震災、東日本大震災及び紀伊半島大水
害時に被災地等での支援物資等の空輸で大活躍
した部隊であります。
本日、表彰を受ける自衛官は、自衛隊の長期勤
務の中で、災害派遣や国際支援活動で活躍した
強者達であります。今回、大阪天満橋ロータリー
クラブから我々の仲間が表彰されることの喜び
と共に、本日お集まりの方々を裏切らな為、今後
各種業務に訓練に邁進して行く所存でありま
す。これからも自衛隊の活動に対するご理解及
びご支援を宜しくお願い申し上げ、挨拶に代え
させて頂きます。本日は誠に有難うございまし
た。

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
パルマ産生ハム、ルッコラとアボカド、ハシバ
ミのドレッシング
ビーフステーキ
パティシェ特製ティラミス、コーヒーのジュレ
コーヒー

「受賞者謝辞」
受賞者代表
大阪市北消防署
東辻郁男様
大阪市北消防
署 東辻でござ
います。本日は
「職業奉仕賞」と
言う立派な賞を
賜り、誠にありが
とうございます.
受賞者を代表致
しまして、一言感
謝とお礼の言葉を申し上げます。私は大阪市消
防局に勤務して来春で３２年６カ月になり、ま
もなく定年を迎えます。この間、市民の安全と安
心の災害に対する不安を払拭するために、今何
が出来るかという事を常に心掛けて来たつもり
です。市民の目線で物事を考え、社会の変化と共
に、消防に何が求められているのかを常に念頭
に置き活動してまいりました。
この度、思いがけずこの様な素晴らしい賞を
頂けるとお聞きし、更にこの様な盛大な表彰式
にお招きいただき、家内共々、改めて身の引き締
まる思いと感謝の念で一杯でございます。皆様
の温かいお気持ちを後輩たちへ伝えさせて頂き
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、精一杯精進いたし
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、ご参会の皆様のご健康と
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。本日は、誠にありがとうござ
いました。

奉仕の理想

元京都Ｒ Ｃ
作詞 前 田 和 一 郎

なりわい

元東京Ｒ Ｃ
作曲 萩 原 英 一

つど

奉仕の理想に集いし友よ

みくに

御国に捧げん我等の生業

くおん

望むは世界の久遠の平和

めぐる歯車いや輝きて

とわ

永久に栄えよ

我等のロータリー

ロータリー

平成２５年度 職業奉仕賞受賞者の皆様

室谷 公朗 様
大阪市中央消防署 消防司令補

東辻 郁男 様
大阪市北消防署 消防司令補

内野 祐造 様
大阪府東警察署 警部

河下 博文 様
自衛隊大阪地方協力本部

堀
崇 浩 様
大阪府天満警察署 警部補

古結 久雄 様
陸上自衛隊第３飛行隊

曹長

渡邉 勝人 様
陸上自衛隊八尾駐屯地

曹長

准尉

