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おめでとうございます

ロータリー理解推進月間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例 会 （2275回）
２）国旗およびロータリー旗に礼
３）ソング
君が代・奉仕の理想
４）卓 話
｢会長新年挨拶｣
小寺 一矢会長
５）新年初例会前 大阪天満宮でのご祈祷

新年のご挨拶
会長 小寺 一矢
平成２７年 新年明けましておめでとうござ
います。本日午前中有志会員で大阪天満宮に参拝
してまいりました。会員それぞれ新しい年を迎え
てそれぞれの思い、願いをご祈念なさったことと
存じます。
年末クリスマスの日、今秋訪問した児童院に石
田社会奉仕委員長・山田雅則国際奉仕委員長、事
務局大保さんが訪問参加して頂きました。ご多忙
のところご苦労様でした。又、年末、年始にかけ
て交換留学生アヌークさんの今後のホストファ
ミリー宅の選定など三谷委員長はじめ委員の皆
様、山本会長エレクト、中島幹事には大変ご苦労
をおかけしています。私自身も１２月２３日迄の
ホストファミリーをして頂いた徳岡太郎様より
子供しかも、１８才という多感な少女を預かるこ
との配慮と苦労をお聞きして、これは大変なこと
をやっているんだと改めて認識しました。毎年毎
年青少年交換委員会では課題が発生しますが、認
識のズレが発生した侭ではこの事業の担当は出
来なくなると思いました。
後半は陽明ロータリークラブ訪問、春の家族会
とつづきます。家族会は、親睦活動委員会で準備
に入ってもらっていますが、久し振りにバスで遠

次週（１月１５日）のお知らせ
１）例

会

２）ソング

（2276回）
日も風も星も

３）ク ラ ブ 協 議 会

出する計画です。日夜、日本海方面の海上警戒・
警備にあたっている海上自衛隊舞鶴地方総監部
を訪問すべく交渉をして頂いています。
さて、今年は戦後７０周年の年で夏に向けて、
日本人より又、例によって中国人・韓国人が“歴
史”“歴史”とあること・ないこと騒ぎ立てる様
子が見てとれます。日本人は長年の朝日新聞の虚
偽報道が明るみに出たお陰でマスコミ全体に対
する冷静な批判の目ができつつあり、大人の対応
をするだろうと期待しています。そういえば、
たいじん

“大人”というのは中国古典に出てくる賢い老爺
の呼び方でしたが今や“小人”ばかりになってい
ますね。
たいじん

今年一年は、”大人”でいきましょう。

＊＊

先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

本日をもって本年度上半期で終了します。
そして多事・多難だった平成２６年もあと旬日
で終わり２週間後には新しい年を迎えます。クラ
ブ運営に不慣れな会長・幹事を会員皆様全員でお
支え頂きました。時宜に適った助言・足らざるを
叱るのではなく温かくご指導頂いた皆様に心よ
りお礼を申しあげます。

☆☆ 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
１名
０名
０名

会員総数
会員出席
出席規定適用免除
会員欠席

64名
48名(60名)
25名
12名

この週の日曜日に総選挙があり、自民党が圧勝
しました。それなりに日本国の安定性は維持でき
たようですが、今回の選挙でも“税”や“景気”
“経済”いえば“お金”“お金”の話ばかりが語
られていました。日中・日韓・日米のかかえる問
題点について語る候補者は少数の人を除いて皆
無でした。沖縄の選挙結果を一番手を叩いて喜ん
でいるのは中国でしょう。対馬・竹島・沖縄が日
本国から離れていく姿がみえます。自民党も票欲
しさに甘い饅頭ばかり食べているようですが、そ
のうちに糖尿病になるのではと心配しています。
国内でも広島の土石流、御嶽山の噴火、長野の
地震、そして今日列島を襲っている寒波、来年１
月には阪神・淡路大震災から２０年を迎えます。
東北大震災はいわずもがな、列島そのものが危険
状態であると識者は警告を発しています。“無事
の時にこそ有事に備える時”平和ボケ、ピンボケ
から何時、目を覚ますのか。と問いたいところで
す。
さて、毎年恒例となっております重里会員肝煎
りの日本分析化学専門学校の生徒さんによる献
血が昨日行われました。ロータリーメンバーそれ
ぞれは、薬の服用等で献血不適の中、若い生徒さ
んの若い血液を代わりに献血して頂いており、奉
仕・感謝に堪えません。
２１日（日）午後３時、ローターアクトクラブ
によるクリーンハイクが行われます。これ又本年
最後の若者による奉仕活動になります。ご支援頂
ければ有難いです。
例会は２週間お休みになります。どうぞ皆様、
体調には呉々もご留意頂いてお元気で良き新年
をお迎え下さいますよう心からお祈りしており
ます。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①本日 1・2月卓話予定表をお届けしていますの
で、担当になられた方は3週間前までにテーマ
及び卓話者を事務局までお願いいたします。
②地区大会にご参加の方はメークアップカード
を事務局へご提出頂きます様お願いいたしま
す。
③1月8日(木)「新年度初例会」前に大阪天満宮に
てご祈祷をして頂きます。参加のご返事を頂
いております会員各位におかれましては10：
15に集合をお願い致します。ご昇殿は10：45か

）内は会員総数を基準とした値

12月18日の出席率
80.00％
６週間前（11月27日）の
メークアップを含む出席率 81.03％
メークアップ実施会員
3名（欠席者14名)
らになっております。
④1月15日（木）に開催されますクラブ協議会の
ご案内を本日お配りしております。出欠のご
返事を事務局までお願いいたします。
⑤次週12月25日（木）は定款により休会にさせて
頂きます。なお、事務局もお休みさせて頂きま
す。事務局の年末年始休暇は12月27日～1月4日
です。
⑥本日例会終了後 1月度定例理事会を3F「アン
バー」にて開催いたします。関係各位宜しくお
願いいたします。

☆☆ にこにこ箱 ☆☆

敬称を略す

上半期、皆様のご支援ありがとうございまし
た。お元気でいいお年をお迎え下さいますよ
う。
小寺 一矢
誕生日自祝。
松宮 清隆
結婚記念日自祝
山田 雅浩
日本分析化学専門学校様、献血ご協力有難うご
ざいます。
社会奉仕委員会
今年一年、RACの活動にご協力いただきまして、
ありがとうございました。来年もよろしくお願
いします。
勝見 茂
川原PP大変ご迷惑をお掛け致しました。
石田 道夫
連続欠席を深くお詫び申し上げます。
松宮 清隆
今年１年お世話になりました。来年もよろし
く。皆様よいお年をお迎え下さい。 SAA一同
平成26年12月18日

合計金

131,000円

累計金 1,143,340円

☆☆ 先週（12 月 18 日）の卓話 ☆☆
「企業財務 銀行対応について」
阪本 宗久会員
企業を取り巻く金利状況は、今年5月から10月
までの国内銀行の金利水準を調べた、日本銀行
金融機構局の「貸出約定平均金利の推移」による
と新規の取引先については上昇基調、既存の取
引先については、下降基調の状況が続きている。
しかし、金利水準でいうと新規の短期0.777%に
に対して既存の短期は0.807%、新規の長期1.003%
に対して既存の長期1.212%。
この事から金融機関の現在の流れは、新規顧
客の開拓の為に金利を下げて営業していたが

段々と金利が上昇するも、まだ既存の取引先へ
の金利が高いので守る為に徐々に金利を引き下
げて防衛している状況が想像できる。
次に銀行と企業の関係は、恋人関係に似たと
ころがありお互いの相性が特に重要でつり合い
の取れていない付き合いは長続きしない。
銀行との相性診断では、7つの項目がありそれ
によって銀行の企業との付き合いの真剣度合い
を測ることが出来る。
最後に、銀行と付き合うためにて最低限の資
料を用意する必要がある。それらの資料は、迅速
に正確に提供することが重要であり、嘘のない
誠実な対応が求められる。

☆☆児童院クリスマス会☆☆
１２月２５日（木）児童院でのクリスマス会が
開催されました。西区区長や明治小学校の校長、
地元ボランティアの方々と保護者等そして当ク
ラブから山田雅則国際奉仕委員長、石田社会奉仕
委員長、事務局大保さんが参加。子供達のグルー
プ別の出し物（劇、歌等）と地元ボランティアに
よる手品等楽しい催しで、子供達も観客も心温ま
る楽しい時間を過ごさせて頂きました。帰りに先
生から「あのバーベキュー以降、子供達が次に皆
様が来て頂くのを楽しみにして一生懸命頑張る
ようになってます」と言って頂き、本当に良かっ
たなーと痛感と責任感を感じました。

☆☆献血活動支援事業☆☆
１２月１７日(水) 日本分析化学専門学校にお
いて献血活動をして頂きました。結果は８５名受
付 ４００ｍｌが６０名 ２００ｍｌが７名
合計６７名の方から献血して頂きました、有り難
う御座いました。

♪大阪天満橋ローターアクトクラブ♪
１月第１例会のお知らせ
(新年初例会・移動例会)
日 時：1月14日（水）【開 会】19：30
内 容：「会員の新年の抱負」
場所：錦城閣（通常例会場です。）
登録料：8000円

ロータリー財団
米山奨学会

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆

コインサービスの報告
11/6
12/18

立 食 料 理

残
高
受
入
現 在 高

292円
397円
689円

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
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