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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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ロータリー親睦活動月間
次週（７月２日）のお知らせ

☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例

会

２）ソング
３）卓

話

（2298回）
友と呼べるのは
「 会長挨拶 」
小寺

一矢会長

４）7月度定例理事会（新旧合同）

「会長挨拶」
会長 小寺 一矢
いよいよ本日（６月２５日）をもって、本年度
最終例会を迎えることになりました。最終例会
は、わがクラブにふさわしい大阪天満宮での移
動例会であります。天神祭を１ヶ月後に控えて
のお忙しい時期、寺井種伯会員には格別のご配
慮、厚く御礼申し上げます。
さて、昨年７月３日に始まった今年度例会も
４６回の回数を重ね、本日第２２９８回目例会
をもって一区切りを迎えました。この間、いわば
会務未経験の三役（会長・副会長・幹事）を温か
く見守り、ご支援頂いたオールメンバーに心か
ら御礼を申し上げます。又、事務局の皆様には縁
の下の力持ち、失敗のないよう時宜にかなった
お支えを頂きました。感謝しております。
ところで、本年度のＲＩテーマ「ロータリーに
輝きを」、地区テーマ「ひとりひとりの輝きで地

１）例 会 （2299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

「会長・副会長・幹事・

話

理事・役員就任挨拶」
山本

喬一会長

ほか

域を輝かそう」のもと、わがクラブは「ひとりひ
とりが輝こう」と会員お一人お一人が、多様な
ロータリー活動を行っていただきました。職業
奉仕・社会奉仕・青少年奉仕・国際奉仕の対外奉
仕活動では、それぞれの計画を着実に遂行して
頂き、予期以上の成果を上げて頂いたと思って
おります。
職業奉仕賞の授与では、消防・警察に加え自衛
隊の方々を昨年度から表彰対象にしたことは意
義あるもので、現在、国会で安保法制を巡って、
昭和３０年代にタイムスリップしたような末梢
の議論が横行している中、わがクラブは自衛隊
隊員の皆様に、本来評価されて然るべき立ち位
置に立っていただきました。
社会奉仕事業では、三世代クラブ合同社会奉
仕事業を交代で担当しておりますが、本年度地
区ガバナー月信に有意義な活動として取り上げ
られました。又、本年度から西区の児童心理養育
施設児童院を支援先とし、３回訪問し、２回は
ローターアクトクラブの助力でバーベキュー会
を開催し、児童・職員に喜んでもらいました。今
後も引き続き継続していく事業だと思っていま
す。
青少年奉仕では、わがクラブの歴史をつなぐ
「青年功績賞授与」。この賞の意義は、私達授与
する側が思っている以上のもので、受賞者に

☆☆ 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

１名
２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
46名(57名)
25名
11名

とっては青春の４年間の奉仕の証として、又、社
会人として巣立っていくにあたって、非常に大
切なものと受けとめてくれていることを実感し
ました。
懺悔します。入会して２８年間、会長エレクト
になって、初めて野外活動センターに行きまし
た。吉野宮滝野外学校での満天の星の下、キャン
プファイヤーの炎にキラキラ輝いていた青年達
の瞳、その情景を私は一生忘れることがないで
しょう。私達ロータリアンが「自然と青年達から
学ばせてもらいました」。この事業を、４０数年
前に始められた先輩方のピュアな精神に感謝と
敬意を表します。
大阪天満橋ローターアクトクラブは、本年、元
気真盛り、創立３５周年を迎え、日常の例会・奉
仕事業が評価され、地区最優秀クラブとして表
彰されました。わがクラブの奉仕活動にも日頃
強力な助っ人として参加してくれ、ありがたい
ことです。
青少年交換は、来月、派遣の徳岡君が帰り、受
け入れのアヌークさんが帰国します。この間、委
員会ならびにホームスティを引き受けて頂いた
ご家庭にはご尽力、ご苦労、心よりお礼を申し上
げます。次年度は交換学生はいませんが、青少年
交換のベテランである山本会長のもと、交換学
生に振り回されない受け入れ体制の構築等、ご
検討をよろしくお願いします。
国際奉仕では、台北陽明ロータリークラブ創
立３８周年記念式典に１１名の会員が出席し、
初めてのことですが台湾国歌を歌いました。陽
明のメンバーからは喜んで頂けました。ただ、最
近のニュースで、馬英九総統が「抗日戦７０年記
念」で、昔の国民党政府軍の生き残りに勲章を渡
すとかいう話。日本は、台湾人とは戦っておりま
せん。戦争が終わる迄、台湾は日本でした。馬英
九は、台湾人ではなく中国人なのでしょう。任期
が終われば、しこたま〇〇から貰った金でアメ
リカに行くことでしょう。この辺のところ、陽明
のオールドメンバーと忌憚なく話してみたいも
のです。
そういえば、１２月の地区大会、フェスティバ
ルホールの舞台で老いも若きも一緒になって３
０周年記念歌「友と呼べるのは」を歌ったのは愉
快でした。

）内は会員総数を基準とした値

6月18日の出席率
80.70％
４週間前（5月28日）の
メークアップを含む出席率 81.82％
メークアップ実施会員
2名（欠席者12名)
クラブ奉仕の各委員会は、ＳＡＡと共に毎週
の例会でそれぞれの役割を果たして頂きまし
た。会員強化委員会では、例会出席率を高めるべ
く１００％出席日を設けて実施して貰いまし
た。病の方１名を除いて全員出席でした。やれば
出来る。年度後半、ＩＭ６組出席率ワースト３か
らは、何とか抜け出せたのではないかと思って
います。ご協力ありがとうございました。会員増
強では、会長の力足らずで増強にならず申し訳
ありませんでした。退任後には増強に力を入れ
ます。ただ、入退会も潮の満ち引きと同じ、満潮
の時もあれば引き潮の時もある、あまり一喜一
憂しても、と思っています。
例会場の移転も、就任後半年で決着をつける
と申し上げていましたが、石田理事に検討（委）
委員長になって頂いて、昨年１２月には２７年
７月からヒルトンホテルに戻る旨方針が決定
し、会員の皆様からの特段の異論もなく例会場
移転、事務局移転が決まりました。山本会長のも
と、７月３日（木）からヒルトンホテルです。例
会場が５０周年に向けて、賑わいを取り戻して
くれることを祈っています。
最後になりますが、橋本副会長、特に名を挙げ
て御礼を申し上げます。１年前、家内を亡くして
一ヶ月、大丈夫かなと思われていた私を会長ス
タート以来、公私共に支えて頂きました。橋本さ
んは大学の３年先輩、順序からいえば逆でした
が、快く引き受けて頂き、時として落ち込みかけ
る私を引っ張り出し、休むなよと励まして頂い
た一年間でした。
「ただただ感謝」
幹事 中島清治
右も左も分からないながらも小寺会長をお支
えして、何とか無事１年間幹事という大役を務
めさせていただくことができました。
小寺会長の「一人一人が輝こう」というテーマ
のもと、楽しい、待ちどおしい、わくわくする例
会、そしてクラブであるよう努力して参りまし
た。
拙い幹事の運営に、笑って「ちゃんとせぇよ」
とのあたたかい声をかけていただくなど会員の
皆様お一人お一人のあり余るご協力にただただ
感謝申し上げます。一年間本当にありがとうご
ざいました。

☆☆ 2014-15 年度 年間皆出席表彰 ☆☆
ホームクラブ１年間皆出席
橋本 守之
小寺 一矢
中島 清治
坂本 一民
寺内 清視
山本 喬一
メークアップを含む１年間皆出席
石田 道夫
中村 健輔
大矢 平治
徳岡昭七郎

木村 忠夫
中野 格
高良 尚志

永田 秀次
御木 威
髙田 肇

（以上敬称略）

☆☆

会 長 報 告

☆☆

いよいよ本日（６月１８日）をもって、当イン
ターコンチネンタルホテル大阪での例会は最後
となりました。２年間、例会場として毎週、設営、
サービスを提供して頂いたフロアーのスタッフ
の皆様には、心からありがとうと感謝の言葉を申
しあげます。大阪天満橋ロータリークラブとして
は、創立時、天満橋松坂屋、ヒルトンホテル、イ
ンターコンチネンタルホテル、そして又ヒルトン
に戻ります。僅か２年間の例会場でしたが、今日
はただ「ありがとう」の一言をもって、このホテ
ルとのお別れとします。
さて、先週は新旧合同のクラブ協議会を開催
し、本年度の奉仕活動部門、クラブ奉仕部門の各
委員会委員長より活動報告をいただきました。私
共三役としては「ようこそやって頂きました。ご
苦労様でした」とお礼を申し上げるのみです。
ロータリークラブの奉仕活動は永続していま
す。わがクラブは実に多様な意義のある活動を、
先輩方より引き継いでまいりました。
会長になってみて、初めて枕詞のようによくい
われる
「歴史と伝統のあるクラブ」
の真の意味を、
少しは体得できたように思います。今迄「奉仕」
「奉仕」といわれると、いわれなくても「自分の
仕事を通じてやっているつもり」とどこか反発の
心がわいておりましたが、この一年の奉仕活動に
参画してみて｢我｣を捨てようとしている自分に
気づかされました。二年前、川本先輩から「会長
をやってみないか」と推された時、それを家内に
伝えたら「やってみたら弁護士会の会長よりいい
と思うよ」とポンと背中を押してくれました。そ
の家内は、昨年６月２日会長としての活動に妨げ
になってはいけないかのように、僅か５日間の入
院で先に逝ってしまいました。そして、この一年
間、子供や孫を介して活動を支え続けてくれまし
た。改めて亡き妻に礼をいうことをお許し頂きた
い。
昨晩は、本年度ＲＡＣの納会が開かれました。
今年度のRACの活発な活動を祝うかのように期せ

ずして多くのロータリアンが参加して頂きまし
た。郡ガバナー補佐エレクト、橋本副会長、中島
幹事、勝見ローターアクト委員長、石田社会奉仕
委員長、永田会員強化委員長、箕村・仲西・御木
ローターアクト委員、わがクラブとローターアク
トクラブの絆の太さを実感できた一夜でした。
７月２日からは、中興を期して山本喬一会長、
溝手悟副会長、中野格幹事のもと、新体制がス
タートします。この年度は、久し振りに郡悦清会
員をガバナー補佐エレクトとして地区に送り出
します。又、溝手副会長には地区社会奉仕委員、
中島清治直前幹事には地区ローターアクト委員
に就任いただきます。
内に、外に充実したロータリークラブになるこ
とを祈念して、最終会長報告とさせて頂きます。
公益財団法人 ロータリー米山記念奨学会より
米山功労者の感謝状が藤井弁次会員・福原哲晃会
員・木村忠夫会員・永田秀次会員・中野 格会員
に届いておりますので後程お渡しいたします。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①本日 7・8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「2013-14年度 年次報告書」を本日お配りして
おります
③7月からのヒルトン大阪での例会開催に併せ
て6月23日に新事務所に移転致しますので本
日ご案内をお配りしております。なお、移転に
伴い6月22日（月）から6月24日（水）まではTEL・
FAX・メールが一時不通になりますのでご了承
をお願いいたします。
④次週6月25日今年度最終例会は大阪天満橋宮
にて開催されます。出欠のご返事が未だの方
は本日中に事務局までお願いいたします。
⑤「新旧理事・役員・委員長懇親会」の出欠のご
返事を事務局までお願いいたします。
⑥本日例会終了後に「SAKURA」にて第1回ロータ
リーデー実行委員会が開催されます。関係各
位宜しくお願いいたします。
⑦次週例会終了後、7月度定例理事会（新旧合同）
が開催されます。本日ご案内をしております
ので関係各位よろしくお願いいたします。な
お、次週移動例会ですので6月度定例理事会議
事録ならびに第6回被選理事会議事録も関係
各位に併せてお配りしております。

☆☆ にこにこ箱 ☆☆

敬称を略す

当ホテルでの最終例会お世話になりました あ
りがとう
小寺 一矢

☆☆ 先週（6 月 18 日）の卓話 ☆☆

小寺会長１年間よく頑張りましたね ご苦労様
でした
川本 浩
本日の卓話、どうぞよろしくお願いいたします
在本 茂
結婚記念日自祝 会長美しいお花を有難うござ
いました。
西浦 司
結婚35年自祝 中川会員先日は美味しい食事あり
がとうございました
山田 雅則
在籍表彰自祝
重里 國麿
米山表彰を祝して
木村 忠夫
米山功労者表彰自祝
永田 秀次
米山功労者自祝
中野 格
一年間、天満橋ＲＡＣの活動にご協力いただき
ありがとうございました。
勝見 茂
アヌック良かったな～森田さんお世話ありがと
うございました
徳岡 昭七郎
アヌークさん１年間よく頑張りました。森田さ
んお世話になります。有難うございます。
山本 喬一
中川様先週の新ＳＡＡキックオフ開催ありがと
うございました。
寺村 清
インターコンチネンタルホテルでの例会最終
日。少しさみしい気もします。
中村 健輔
先日は川本先輩 衣斐さん 中川さん 誠に有
難とうございました。
坂本 一民
南川会員お手数をお掛け致しました。
石田 道夫
連続欠席のお詫び
石田 道夫
平成27年6月18日

合計金

｢相続税増税と留意点｣
在本 茂会員
平成27年1月1日より相続税の増税が行われ、
こ
れにより相続税の申告者が４％から８％弱ま
で、約二倍に増加すると言われています。日本の
現状はというと国債等が1.053兆円に達し、地方
債務については最近あまり表現されることがな
くなりました。
また国の資産の60％は60歳以上のグループが
所有しているところから、老人から取るという
方向へ走っているように見えます。
見かけは一部ところで緩めたり、メリットが
あるように装っていますが、それよりも大きな
タガをかけて徴税を行うべく法律を作っている
ように思います。今回の宅話で述べますことは、
ほんの一部ですが、会員の皆様から相続人の
方々への相続が起こるまでに、今一度色々な点
を見直しておくべきだと思います。特に名義預
金、名義株といった問題は被相続人が生きてい
るうちに、証拠を作っておく必要があります。贈
与したのか、購入したのか、名義だけ換えたので
はないのか、通帳や株券は誰が持っているのか、
利息や配当はどの口座に入っているのか、引き
出して使ってるのか等、具体的に立証できるよ
うにしておく必要があります。

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆

98,000円

松 花 堂 弁 当

累計金 2,249,832円

友と呼べるのは

信じ合っているから

大阪天満橋ＲＣ
作詞 赤 木 頌 一

一、友と呼べるのは

ねがいが同じだから

大阪天満橋ＲＣ
作曲 山 口 福 男

友と呼べるのは

世界を作るために

しごとは違って も

平和で暖かい

世界を作るために

一人一人の

平和で暖かい

許し合っているから

ロータリークラブ

二、友と呼べるのは

のぞみが同じだから

おおロータリー

友と呼べるのは

時間は違っても

世界に満たすために

一人一人の

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

おおロータリー

