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2014-2015年度RIテーマ

＜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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識 字 率 向 上 月 間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例 会 （2285回）
２）ソング
それでこそロータリー
３）卓 話
「悩める会計監査人」
公認会計士 吉城 直孝 様
寺内 清視会員紹介

☆☆ ３月度の結婚記念日 ☆☆
永田 秀次
石田 道夫
川本 浩

郡 悦清
鍬田 充生
徳岡昭七郎

荒木 幾夫
在本 茂
松宮 清隆
（以上敬称略）

＊＊

先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

先週配布されましたロータリーの友３月号に
２０１５年国際協議会リポートとして、Ｋ．Ｒ．
“ＲＡＶＩ”ラビンドランＲＩ会長エレクトの
記事が紹介されています。
ラビンドランさんは、スリランカ初のＲＩ会
長だそうです。スリランカで世界に顧客を持つ
印刷、包装の上場企業の創設者兼ＣＥＯで、紅茶
のティーバッグのタグと小袋の生産量では世界
一だそうです。２０１５－１６年度ラビンドラ
ンＲＩ会長のテーマは「世界へのプレゼントに
なろう」（Be a gift to the world）ですが、その
中味についてのお話は、次年度山本会長エレク
トにお譲りいたします。
わが２６６０地区ガバナーエレクトの立野純
三様がガバナー月信３月号で、この国際協議会
に一週間缶詰にされた様子を報告されていま
す。その中の興味深い一節「本会議は世界中の
ロータリアンが集まるのですが、セッションに
なりますと、日本人と韓国人だけは日本人、韓国
人それぞれの国のＲＩ研修リーダーにより母国
語でテーマが進められました。ＲＩは・・・中

次週（３月２６日）のお知らせ
１）例 会 （2286回）
２）ソング
朧月夜
３）卓 話
「青春を過ごした街フィラデルフィア」
寺村 清会員
４）4月度定例理事会
略・・・日本人だけを集めロータリーを理解させ
るというのは無駄に思いましたし、もっと世界
のロータリーが何をしているのか知れればと思
いました」と皮肉を交えた報告をされています。
併せてお読みになれば面白いかと思います。
さて、昨日は２万人を超える犠牲者を出した
東日本大震災から４年目の日でした。予想も予
測もできない未曾有の大災害に見舞われて、そ
の時に顕れた日本人というものの姿、争わず、貶
めず、自ら犠牲にして他を助ける。崇高ともいえ
る姿を私達に教えて頂きました。ただ心からの
鎮魂の祈りを捧げるのみであります。
心重い話ばかりでは何なのですので、大相撲
大阪場所が開かれていますが、幕内力士４２人
中、何人が日本人か。25人です。外国人が17人。
ところが、十両になると28人中23人が日本人。
次の世代では、日本人の横綱が復活してくれ
るのでしょうか。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①春の家族会日程等のご案内を本日お配りして
おります。なお、詳細ならびに出欠表は後日配
布させて頂きますので宜しくお願いいたしま
す。
②地区より2015年5月5日（祝）に開催されます
「ロータリーフェスティバル」につきまして
の資料が届きましたので本日お配りしており
ます。ご参加のお申込み等がございましたら
事務局までお申し出頂きます様お願いいたし
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

０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

62名
43名(54名)
25名
11名

③地区より「ロータリーの心と実践（2015年改訂
版）」が届きましたのでお配りしております。
④「新年度ロスターの原稿」、ご確認済みの方は
事務局までご提出お願いします。なお、ご訂正
のない場合もOKとご記入のうえ必ずご提出お
願いいたします。
⑤本日18：00から№2・3テーブル情報集会が「光
林坊 北浜」にて開催されます。関係各位は宜
しくお願いいたします。
⑥本日例会終了後第4回被選理事会を3Ｆ「アン
バー」で開催します。関係各位宜しくお願いし
ます。

☆☆ に こ にこ箱 ☆☆

敬称を略す

本日の挟間様の卓話よろしくお願い致します。
高良 尚志
36ヵ年在籍表彰自祝
井戸 幹雄
27ヵ年在籍表彰自祝
南川 和茂
22ヵ年在籍表彰自祝
寺内 清視
6ヵ年皆出席自祝
中村 修
本日の情報集会に欠席になり申訳ございません
坂本 一民
ニコニコではなくシクシクと土井元会員のご逝
去に謹んで哀悼の意を捧げます。合掌
重里 國麿
平成27年3月12日

合計金

65,000円

累計金 1,617,340円

☆☆ 先週（3 月 12 日）の卓話 ☆☆
「中小企業経営者のための事業引継ぎ支援」
大阪商工会議所
大阪府事業引継ぎ支援センター・ｻﾌﾞﾏﾈｰｼﾞｬｰ
税理士 狭間 和男様
高良 尚志会員紹介
日本経済を支える中小企業の雇用や技術の喪
失といった観点から事業引継ぎ問題がクローズ
アップされ、中小企業の産業を活発にする等の
措置法、産業活力再生法が23年7月に改正になり
同年10月に東京と大阪に事業引継ぎセンターが
設けられました。その後、北海道から沖縄まで17
センター設けられています。近畿経済産業省か
らの委託を受けて大阪商工会議所が大阪府事業
引継ぎ支援センターを実施しています。
中小企業・小規模企業の皆様の事業引継ぎに
関するご相談に専門家が無料で助言していま
す。具体的には、①事業を後継者に継がせるには
どのように進めていけばよいのだろうか。②後

）内は会員総数を基準とした値

3月12日の出席率
79.63％
４週間前（2月19日）の
メークアップを含む出席率 85.71％
メークアップ実施会員
5名（欠席者13名)
継者がいない、今後どのような可能性があるの
か。③自社を他の企業に譲渡したいが、どのよう
にすればよいか。④他社の経営資源を引継ぎ、事
業を拡大させたい。⑤親族に後継者がいない、従
業員に継がせたいと思うが。⑥後継者が決まっ
ていない、今後どう考えればよいか等々の相談
です。①承継計画は？②後継者がいなければど
うする？③相手先をどうやって探す？④他社を
引継ぐ際のポイントは？⑤進めるにあたっての
注意点は？⑥考える際の選択肢は？等々への助
言をしています。
秘密厳守の無料相談で、ご相談は事前予約制、
相談日は毎週月-金曜日。場所は大阪商工会議所
（大阪市中央区本町橋2-8）の5階です。ご相談に
際しては、①確定申告書（直近1-3期分）、②決算
書（直近1-3期分）をお持ち下さい。＊融資及び融
資の斡旋等は行っていません。＊後継者不在の
事業者の紹介、リストの開示は行っていません。

☆☆ №2，3 テーブル情報集会 ☆☆
12日、
中央区今橋町 日本料理 光林坊北浜にて
情報集会を開催いたしました。役員の皆様を含
め総勢12名のコンパクトな会になりました。
未だ寒さ厳しい日でしたが、数寄屋造りで掘
りごたつのお部屋で、光林坊さんの温かい料理
とそれぞれ好みのお酒を頂きながら、和やかな
集会になりました。小寺会長のご挨拶につづき、
乾杯のご発声で福井先生のお店の名前に因んで
青春時代に過ごされた金沢の思い出話から始ま
り、政治、宗教、社会問題にとさらには大相撲の
話へと話題は尽きず、最後まで笑いの絶えない
時を過ごしました。例会場移転の進捗状況を受
け、山本会長エレクトの閉会の挨拶で幕を閉じ
ました。ご参加の皆様に感謝申し上げます。

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
茸のブイヨンスープ 豚の生姜焼き、ライス
添え 本日のアイスクリームと旬のフルーツ
盛り合わせ コーヒー

