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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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経済と地域社会の発展月間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）三世代クラブ合同例会
２）ソング

（2311回）

君が代・奉仕の理想

３）三世代クラブ合同社会奉仕事業報告

米 山 月 間
次週（１０月２９日）のお知らせ

１）例

会 （2312回）

２）ソング

里の秋

３）卓

｢ロータリーライフ28年。中間まとめ｣

話

小寺

三世代クラブ 社会奉仕委員長
＜例会場

帝国ホテル

5階

八重の間＞

一矢会員

４）次年度理事・役員指名委員会
５）11月度定例理事会

＊＊

先 週 の 例 会 報 告
☆☆

会 長 報 告

＊＊

☆☆

皆様、こんにちは、本日は当クラブの伝統行
事、職業奉仕賞です。受賞者の皆様おめでとうご
ざいます。あらためてご挨拶をさせて頂きます。
10月に入りうれしいニュースが続いていま
す。ラグビーワールドカップでは日本が２勝目
をあげ、ノーベル賞では２日続けての日本人の
受賞で大変な騒ぎです。日本人にとって誇らし
いニュースが続くのはうれしいことです。
ＩＭ・ロータリーデー実行委員会では6日は講
師の中山恭子氏、西村慎吾氏をお迎えし、打ち合
わせを行いました。西村氏は1997年の衆議院予算
委員会ではじめて北朝鮮による拉致問題を取り
あげられ日本国民が北朝鮮による拉致問題を認
識するきっかけ作られています。中山氏は2002年
から政府内部において拉致問題を担当されてこ
られた貴重な経験をお持ちです。また永年にわ
たり特定失踪者の調査を続けられている荒木和
博拓殖大学教授との３氏を講師やパネリストに
選んで行うＩＭ・ロ－タリーデーは大変異議の
あるものにできると確信しました。
クラブ全員の力を結集してこのホスト事業を
成功させたいと思いますので、会員の皆様のご
協力をお願いいたします。

☆☆

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書面に依る理事会でご承認をいただきました
「東日本豪雨災害（平成27年9月豪雨）」義捐
金として地区に災害支援基金より5万円を送
金いたします。
③本日「ロータリーデー開催 再度のご案内」を
お配りしております。ご家族ならびにお知り
合いの多数のご参加をお願いいたします。な
お、ご返事を10月15日までにFAXにて事務局ま
でお願いいたします。
④「2015－16年度 少年少女ニコニコキャンプの
報告書とフォトブック」が届いておりますの
で事務局で保管しております。
⑤№7・8テーブル情報集会のご案内を本日お配
りしております。
⑥大阪市立児童院の社会奉仕事業へのご参加・
ご協力のご返事をFAXにて事務局までお願い
いたします。
⑦次週10月15日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。
10月22日（木）の例会は23日（金）三世代クラ
ブ合同例会（帝国ホテル大阪）に変更になりま
すのでお間違いのない様にお願い致します。

☆☆ 出 席 報 告 ☆☆（
国内ビジター ３名
国内ゲスト １５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

☆☆ に こにこ箱 ☆☆

59名
44名(55名)
25名
11名

敬称を略す

職業奉仕賞受賞の皆様おめでとうございます。
山本 喬一
職業奉仕賞受賞の皆様おめでとうございます。
溝手 悟
職業奉仕賞受賞の皆様おめでとうございます
荒木 幾夫
職業奉仕賞受賞の皆様おめでとうございます。
中野 格
19ヵ年在籍自祝
松宮 清隆
連続欠席を深くお詫び申し上げます。
松宮 清隆
誕生日自祝 皆出席自祝
山田 雅則
山田さんの還暦を祝して。
中野 格
平成27年10月8日

合計金

45,000円

累計金 1,038,000円

☆☆ 2015-2016 年度職業奉仕賞授与式☆☆
会長挨拶 山本 喬一会長
職業奉仕賞受賞の7名の皆様、受賞、誠におめ
でとうございます。
私たち、ロータリーでは、各人が携わる職業に
おいて品位と道徳を高め、高い倫理観をもって
職業を遂行することにより社会に貢献すること
を、重要な奉仕の手段としています。
同じように、地域におきまして、職業を通じ永
年にわたって社会に貢献し、地域の発展に尽く
された方々に僭越ながら、敬意を表すとともに
感謝の気持ちをこめてこの職業奉仕賞を贈らせ
ていただいております。
この職業奉仕賞授与式は今年でちょうど40年
になります。本年は、消防、警察、そして自衛隊
の方々、合計７名の方にこの職業奉仕賞を贈ら
せて頂きます。
本来は、皆様の活躍の場の少ない平穏な世の
中であって欲しいと願っていますが、残念な事
に今年も大きな自然災害がいくつ発生しまし
た。また、社会では様々な犯罪が続いています。
そのような場面にありまして、皆様もご活躍で
多くの命や財産が救われてきました。特に先月
の鬼怒川水域の水害では、皆様の日頃の訓練が
生かされ多くの方が救出される様子が報道さ
れ、ご活躍の姿を目の当たりにして、皆様方の存

）内は会員総数を基準とした値

10月8日の出席率
80.00％
６週間前（9月10日）の
メークアップを含む出席率 90.74％
メークアップ実施会員
5名（欠席者10名)

在の有り難さを感じたところでございます。
十分な訓練を積み、いつでも出動出来るとい
う皆様の存在は、私達日本国民にとって大きな
心の支えとなっております。
本日受賞の皆様は、これらの組織において永
年にわたりその職責を誠実に果たして来られま
した。そのご活躍に敬意を表するとともに心か
ら感謝申しあげます。またそのご活躍も家族の
皆様のご協力と支えがあって実現することであ
り、ご家族の皆様のご努力にも心から感謝申し
上げます。有り難うございます。
受賞者の皆様方の今後のますますご活躍を祈
念しましてお祝いのことばとさせて頂きます。
本日はおめでとうございました。
「推薦者代表挨拶」
大阪市中央消防署 署長
二宗 伸介様
大阪市中央消防署長
の二宗でございます。
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
理解とご協力を賜り
厚くお礼申し上げま
す。僭越ではございま
すが、推薦者を代表い
たしまして一言ご挨拶申し上げます。
まずもって、
「職業奉仕賞」を受賞された皆様、
誠におめでとうございます。
多年のご功績によるこのたびのご受賞は、ご
本人はもとよりこれまで支えてこられたご家族
の皆様のご栄誉でもあり、重ねて心からお祝い
申し上げます。
さて、大阪天満橋ロータリークラブにおかれ
ましては、長年にわたり地域に密着した幅広い
奉仕活動を積極的に展開されておられますこと
に深く敬意を表しますとともに、本日、自衛隊、
警察署、消防署の職員に栄えある「職業奉仕賞」
をいただいたことは、受賞した職員はもちろん
のこと全ての職員にとっての栄誉、誇りであり、
職場全体の士気が大いに高まるものと感謝申し
上げる次第でございます。
私ども中央消防署では、安心して暮らせる「災

害のない安全なまち」「災害に強いまち」をめざ
して全職員が一丸となって日夜業務に取組んで
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ので、今後と
もご理解、ご協力賜わりますよう、よろしくお願
い申し上げます。
最後になりましたが、大阪天満橋ロータリー
クラブのさらなるご発展と皆様方のご健勝ご多
幸を祈念いたしまして、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」

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
人参スープ
国産牛のチーズハンバーグステーキ
マデラ酒香るソース
サラダ
フレッシュ感残る柿のコンポート
アマレット風味のはちみつゼリーと共に
コーヒー

つど

なりわい

元京都Ｒ Ｃ
作詞 前 田 和 一 郎
元東京Ｒ Ｃ
作曲 萩 原 英 一

奉仕の理想

みくに

奉仕の理想に集いし友よ

くおん

御国に捧げん我等の生業

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

受賞者代表
大阪市北消防署
中尾 和延様
大阪市消防局北消防署の
中尾でございます。
本日は「職業奉仕賞」とい
う立派な賞を賜り、誠に
ありがとうございます。
僭越ながら受賞者を代表
いたしまして、一言感謝
とお礼のことばを申し上
げさせていただきます。
私は大阪市消防局に勤務して来春で42年にな
り、まもなく定年を迎えます。この間、市民に安
全と安心を提供するために、また、住民の災害に
対する不安を払拭するために、今何ができるか
ということを常に心がけてきたつもりです。
市民の目線で物事を考え、社会の変化ととも
に、今なにが一番消防に求められているのかを、
常に念頭に置き、警防活動に、そして火災予防に
と全力で頑張ってまいりました。
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、さらにこの様な盛大なる表
彰式にお招きいただき、家内共々、あらためて身
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、後輩たちへお伝え
させていただきまして、市民の期待を裏切らな
いようより一層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
気を抜かずこの名誉ある賞の名を汚さぬよう、
真摯に精一杯精進し、職務に専念いたします。
最後に、大阪天満橋ロータリークラブ様のま
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、甚だ簡単では御
座いますが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。

児童院事業のご報告
10月19日土曜日、
社会奉仕委員会とローターア
クトクラブの合同事業として、阿波座にある児
童心理養育施設児童院を訪問し、野球版３Dエー
ス他８点を寄贈、その後当院グラウンドにてRAC
の協力によりバーベキュー昼食会を開催いたし
ました。
当日はさわやかな秋晴れに恵まれ、汗ばむほ
どの陽気の中、おいしい牛肉や果物をほおばり
満面の笑みを浮かべる子供たちを見て、この事
業の意義を改めて感じました。
山本会長、中野幹事をはじめ参加頂きました
ロータリアンの皆さま、手伝ってくれたRACのメ
ンバー、及びこの事業に協賛頂きました皆様、本
当にありがとうございました。
社会奉仕委員会

2015-16年度 職業奉仕賞受賞者の皆様

河原 裕典 様
自衛隊大阪地方協力本部

中尾 和延 様
大阪市北消防署 消防司令補

畑 雄二郎
大阪府東警察署
豊満 洋 様
陸上自衛隊中部方面航空隊本部

竹山 秀雄 様
陸上自衛隊第36普通科連隊

准陸尉

准陸尉

准陸尉

様
警部補
北川 和夫 様
大阪府天満警察署 警部補

竹口 信幸 様
大阪市中央消防署 消防司令補

