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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・米山月間
次々週（１０月２０日）のお知らせ

☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例

会

１）例

（2355回）

会

２）ソング

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
米山月間記念卓話

（2356回）
友と呼べるのは

３）職 業 奉 仕 賞 授 与 式
職業奉仕委員会

「私の学生時代」
米山奨学生

馮

茜(ﾋｮｳ ｾｲ)

様

米山奨学委員会

☆☆ １０月度のお誕生日 ☆☆
2日 井戸 幹雄
13日 梅本 知秀
29日 福原 哲晃

8日 山田 雅則
19日 荒木 幾夫
30日 山本 喬一

☆☆ １０月度の在籍表彰 ☆☆
20ヵ年 石田 道夫
20ヵ年 松宮 清隆

20ヵ年 木村 忠夫
14ヵ年 溝手 悟

☆☆６ヵ月ホームクラブ皆出席者☆☆
井戸

幹雄

☆☆

坂本

一民

１０月度の結婚記念日

☆☆

北村 修久
河田 惠昭

＊＊

箕村

保

安田 義治

髙田 肇
（以上敬称略）

先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

先の例会から連休があったり台風が来襲した
りと慌しい二週間が経ってしまいましたが、皆
様如何お過ごしでしたでしょうか？
１５日（木）の夜は、恒例のビアフレンド会が
開催。今回も仲西会員、森本会員、高橋会員の必
死の呼びかけでしたが、残念ながら今回は少し
寂しめの１５名程の参加でした。次回は是非と
も大勢の方に参加頂き盛り上げて行きたいもの
です。

１８日（日）は、RACの現会長の谷さんの結婚
式がザ・ガーデンオリエンタル大阪にて開催さ
れました。当クラブよりは中島会員強化委員長、
勝見青少年奉仕委員長と私が出席して参りまし
た。新郎が大阪東RACのOBであり片山ガバナーエ
レクトの会社であります紀伊産業（株）の経理課
に勤務されている関係で、片山氏は勿論ロータ
リーメンバーやRACメンバーが多くを占める賑や
かな披露宴でした。このようにRACでの色々な交
流によって結婚に結び付くのは良く耳にします
し良き出会いが出来て良い事だなと思います。
２１日（水）は、RACの例会が錦城閣で開かれ
先日結婚式を挙げた谷会長も早速開会の点鐘を
打ってくれておりました。又、当クラブからは先
日と同じく中島委員長、勝見委員長と私の三名
が参加。海外研修のモンゴルから前日帰国した
松久さん、山田君も元気に顔を出してくれ、又OG
の夏山さんも新入会員候補を連れてきてくれ、
参加者は少なかったのですが充実した例会でし
た。
２３日（金）５０周年実行委員会の各部会長に
よる打ち合わせが光林坊にて開かれ、各部会の
実行項目の再確認を行いました。
２４日（土）地区決議会が薬業年金会館で開催
され、第一号議案２０１５～１６年度地区決算

☆☆ 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
１名
０名
０名

会員総数
59名
会員出席
42名(50名)
出席規定適用免除 22名
会員欠席
8名

に係る件 第二号議案IMを８組から６組に再編
成する件 第三号議案ガバナー補佐選出方法の
三議案が上程され、第二号議案に関しては数ク
ラブの反対はありましたが賛成多数で可決され
ました。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①青少年交換派遣学生 永田秀成君から月例報
告が届いておりますので本日お配りしており
ます。
②「2016-17年度 地区大会」登録申込書を本日
中に事務局までご提出お願いいたします。
③秋の家族会の出欠のご返事を本日中に事務局
までお願いいたします。
④「三世代クラブ合同社会奉仕事業」の出欠の
ご返事を本日中に事務局までお願いいたしま
す。
⑤「三世代クラブ合同例会」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10Ｆ「平安の間」にて10月度定
例理事会を開催いたします。
⑦次々週10月13日は定款により休会にさせて頂
きます。

☆☆ に こにこ箱 ☆☆

敬称を略す

皆様 コリーナを１年間よろしく！！
青少年交換委員会
青少年交換でミネソタに行かせていただいてい
ます息子秀成よりやっと月例報告が届きまし
た。元気そうで一安心です。感謝 永田 秀次
本日つまらない自己紹介お願いいたします。
柳澤 興平
本日の卓話 宜しくお願いします。 宮里 修一
柳澤さん宮里さん卓話宜しく！
石田 道夫
柳澤さん宮里さん卓話楽しみにしています。
箕村 保
柳澤・宮里会員自己紹介を記念して 橋本 守之
宮里修一会員卓話を楽しく聞かせて頂きます。
中川 政照
柳澤興平会員卓話を楽しみにしております。
中川 政照
柳澤さん宮里さん自己紹介卓話たのしみにして
います。
中村 修
山田会員には、岸和田ダンジリ祭りで大変お世
話になりました。
中村 健輔

）内は会員総数を基準とした値

9月29日の出席率
84.00％
5週間前（9月1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)
結婚記念日に花卉お送りいただきありがとうご
ざいました。
中野 格
本日もたくさんのニコニコ有難うございまし
た。
SAA一同
平成28年9月29日

合計金

45,000円

累計金

949,000円

☆☆ 先週（9 月 29 日）の卓話 ☆☆
「 新入会員自己紹介 」
柳澤 興平会員
略歴
１．生まれ １９４９年１２月２７日 丑年
本籍 東京都
２．生い立ち ５歳の時父の転勤で宝塚市に
引越
宝塚にて小学校、中学校、高校、大学と過
ごす。
３．学生生活 宝塚小学校、私立高槻中学、高
槻高校
関西学院大学経済学部卒業
４．社会人生活 １９７３年阪急百貨店入社
人事、総務、経理以外の部署を殆ど経験。
主な仕事 神戸ハーバーランド「モザイ
ク」宝塚阪急店長
５．役員時代
２０００年阪急百貨店取締役
２０１５年 専務で退任、顧問
２０１６年 顧問退任
６．役員時代の仕事
商品部長、本店長、博多阪急店長
７．ロータリー歴
２０１１年 福岡東ロータリー入会
２０１５年 退会
８．趣味 下手なゴルフ、読書、
「 新入会員自己紹介 」
宮里 修一会員
宮里藍など有名人もいて、私の苗字も今はそ
こそこメジャーな名前になりました。私の場合
はミヤザト、と濁ります。
私自身は滋賀の大津市で生まれ育ちました、
昭和45年1月11日生まれの山羊座、B型
男3人兄弟で、学生時代全員スポーツをする体
育会系の一家で育ちました。今から思うととん
でもない、食欲を全員が発揮していましたから、

食事の面を見ただけでも母親は大変だったと思
います。一ヶ月の米の消費量が60キログラムと、
結構な消費量だと思います。
ちなみに、今皆さんにどう見えているか分か
りませんが、私は中学校までは、野球で高校時代
はバレーボール部でエースでした。本当です。ち
なみに滋賀の弱小チームでしたが。
私は長男で、本来家を継ぐべき立場なんで
しょうが、幸い僕とは違い非常に親孝行な三男
坊がおりまして、親と一緒に暮らしてくれてお
り、こんな風に私は大阪で自由にさせてもらえ
ています。
現在、福島区で暮らしています。家族は妻と、
元々妻の飼っていた猫です。どちらも気ままな
タイプで振り回されています。
小、中、高校までは、滋賀の学校に通い県内か
ら出たことがありませんでした。大阪というと
ところは、未開の地でした。
そこそこ進学校に通いながら大学受験に失敗
し親を落胆させたことを今でも思い出します。
大学に進学しない生徒が一割もいない学校でし
たから。
その後、簿記の専門学校に通いそれから大阪
に来ることになりました。
大手でもなく準大手でもない日の出証券会社
という会社に就職をし、
リテール営業を10年間経
験し、その後外資系生命保険会社に転職し、10年
勤務後独立をし、現在に至ります。
証券会社時代は、バブル崩壊直後で入社当時
が日経平均がもっとも高値で、辞めるときが
もっとも安値という不遇の時代を過ごしまし
た。株式投資で財産をかなり食いつぶし財産を
なくされた方をたくさんみてきました。
そんなときにあるきっかけがあり、保険会社
に転職をするこになります。
保険は人の死や病気といった、どちらかとい

うとネガティブな部分を表面化する仕事で、で
きれば必要のないことが望ましいものです。し
かし、だからこそ必要な仕事だと思っています。
私自身身内に経験がありました。
今後の抱負は、大阪天満橋ロータリーの御役
に立つことと、仕事の面では、新しいことにどん
どん挑戦していきたい思います。

－－No.３ No７テーブル情報集会－－
９月２９日（木）１８時よりNo3・７テーブル
情報集会が西心斎橋のソムリエ亭にて石田会長
をはじめ会員１６名の参加で開催されました。
高田テーブルマスターの司会進行のもと、石田
会長の洒脱なご挨拶に続き、中川パスト会長の
乾杯のご発声で開催され、ソムリエ亭オーナー
の樋口様のご好意による数々の希少なワインと
美味しいフレンチでいつも以上に会話が弾み、
あっという間の２時間がたち橋本会長エレクト
のご挨拶でお開きになりました。

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
・コーンクリームチャウダー
・ハンバーグステーキ、とろけるモッツァレ
ラチーズ添え、トマトデミグラスソース
・グリンティーマスカルポーネムース、麩の
ラスク添え
・コーヒー又は、紅茶
・胡桃入りソフトブレッドとバター

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

座
橋本 ・ 高良 ・
（会長エレクト）(副会長）

席

表

卓話

（２０１６～２０１７年度

石田

・

（会長）

箕村
（幹事）

◎テーブルマスター
テーブル
Ｎｏ．

会

員

１０月～１２月）

・

寺杣・

ＳＡＡ

（幹事エレクト）

○サブマスター

（ 敬称略 ）

名

Ｎｏ．１

◎勝見・○仲西・田邉・平尾・森本・髙橋・宮里

Ｎｏ．２

◎柳澤・○深田・今井・河田・坂東・廣畑・木川

Ｎｏ．３

◎木村・○川原・松宮・山村・西浦・梅本・末澤・溝手

Ｎｏ．４

◎南川・○小寺・重里・安田・二宮・岸本・郡・中村（健）

Ｎｏ．５

◎永田・○西井・北村・荒木・山田・中野・中村（修）・中島

Ｎｏ．６

◎福原・○寺内・鍬田・在本・中川・大矢・山本・髙田

Ｎｏ．７

◎髙松・○坂本・井戸・川 本・福井・寺井・衣斐・金田

