
下から飛行機の着陸を見、最後に「岸和田だんじ

り会館」を訪問し帰路に付きました。魚を直に触

る嬉しそうな子供達、バーベキューを美味しそ

うに食べ、飛行機を船から見上げて喜ぶ子供達

を見れ本当に良い企画だったと思いました。 

山田社会奉仕委員長や社会奉仕委員の方々お

世話になりました。ありがとうございます。当日

は天気にも恵まれ子供達２５名（残念ながら１

１名欠席）・先生９名・当クラブより１６名・当

ＲＡＣ９名・大手前RC１０名・中之島RC１１名総

計８０名の参加を頂きました。 

１０月１８日（水）昨日は第３７回大輪ゴルフ

会が宝塚ゴルフクラブで開催され、当クラブよ

り郡ガバナー補佐・井戸５０周年実行委員長・ 

箕村幹事・梅本会員・平尾会員と私６名で参加

して参りました。昨年ブービーでしたが今回は

何とかブービーは逃れたようです。 

当日夜はRACの例会が錦城閣にて開催、勝見委

員長・仲西会員と私と米山留学生の茜さんが入

会予定で参加してくれました。今回は「友好提

携・台湾陽明RACについて」と題しての卓話でした

が、来年提携更新の年ですが先方が無関心を示

しているので更新については単に更新有りきで

はなく、更新するには今後どの様な事が出来る

＊＊ 先 週 の 例 会 報 告 ＊＊ 

☆☆ 会 長 報 告 ☆☆ 

１０月９日（日）台北陽明RCのThomas会長、P.P 

MAC  P.P Jack  P.P TKや8名のメンバーとタイの

GGプロジェクトと当クラブ50周年記念例会等に

ついて懇談して参りました。 

タイＧＧは番号も取得出来、来年早々の透析

機納入が固まって参り、出来れば納入時に一緒

に訪問しても良いねとの話になりました。 

５０周年記念例会については式典には多くて

も15名程度までの会員参加を依頼して参りまし

た。帰りにThomas会長より当クラブ会員（昨年度

のロースターの会員）に陽明RCのマークに各会員

の氏名入りのマグカップを頂いて参りましたの

で、是非お持ち帰り下さいませ。受付に御座いま

すのでお持ち帰り下さいませ。 

１０月１５日（土）三クラブ合同社会奉仕事業

として児童院の子供達２５名に漁業体験とし

て、岡田浦漁協の協力の下、地引網を引き、実際

に魚（鯛や蛸、鮫もおりました）に触れてもらい、

其の後バーベキューをし、ビンゴゲームで順次

取れた魚を景品にしてお土産に持ち帰って頂き

ました。そして関西空港近くまで船で出掛け真

☆☆ 今日のプログラム ☆☆ 

１）三世代クラブ合同例会 （2357回） 

２）ソング  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 

      三世代クラブ 社会奉仕委員長 

４）次年度理事・役員指名委員会 

５）11月度定例理事会 

  

 

次々週（１１月１０日）のお知らせ 

１）例 会 （2358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 ロータリー財団月間記念卓話 

   「ロータリー財団100周年」 

   地区ロータリー財団 資金管理小委員会  

      委員長 塩野 秀作 様       

      ロータリー財団委員会 

５）記念写真撮影     

 ＯＣＴＯＢＥＲ ２７ ２０１６ ＮＯ．２３５７ 
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例 会 毎週木曜日 12時30分 ヒルトン大阪 ４F 

会 長 石田 道夫  幹 事 箕村 保  広報委員長 中村 健輔 
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かどうかが重要ではないかと思うばかりです。

是非皆様方のご意見もお聞かせ下さいませ。 

☆☆ 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 「大阪天満橋ロータリークラブ50周年記念事

業計画委員会報告書」を本日お配りしており

ます。 

③ 青少年交換派遣学生 永田秀成君からの月例

報告を本日お配りしております。 

④ №4・5テーブル情報集会のご案内を本日お配

りしております。 

⑤ 秋の家族会ご参加の会員各位に最終ご案内を

お配りしております。 

⑥ 次週10月27日は「三世代クラブ合同例会」です。

参加のご返事を頂いております会員各位は宜

しくお願いいたします。 

⑦ 本日№1・2テーブル情報集会が18：00～「アサ

ヒビアレストラン スーパードライ梅田」に

てビアフレンドとの合同で開催されます。関

係各位宜しくお願い致します。 

⑧ 次週例会終了後「11月度定例理事会」を開催い

たします。本日ご案内させていただいており

ますので関係各位宜しくお願いいたします。

なお、合同例会が14：00までですので14：30～

の開催とさせて頂きます。 

⑨ 次々週11月3日は定款（祝日）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。 

☆☆ にこにこ箱 ☆☆ 敬称を略す 

職業奉仕賞受賞の皆様本日はおめでとうござい

ます。 石田 道夫 

職業奉仕賞ご受賞の皆様おめでとうございま

す。 西浦 司 

本年度職業奉仕受賞者を祝して。おめでとうご

ざいます。 橋本 守之

職業奉仕賞受彰者の皆様おめでとうございま

す。 南川 和茂 

職業奉仕賞受賞者の皆様、おめでとうございま

す。 福原 哲晃 

職業奉仕賞受賞者の皆様、おめでとうございま

す。 高良 尚志 

職業奉仕賞受賞者の皆様、おめでとうございま

す。 箕村 保 

先日は暖かく慰労会をして頂き有難うございま

した。 山本 喬一 

社会奉仕委員会の皆様、三クラブ合同お世話に

なりました 石田 道夫 

大輪会参加の皆様ありがとうございました。 

 石田 道夫 

20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

柳澤さん中洲の檀(まゆみ）面白かったです。 

 石田 道夫 

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10月20日  合計金   70,000円 

          累計金 1,105,000円 

☆☆2016-2017年度職業奉仕賞授与式☆☆ 

「 会 長 挨 拶 」  

            会長 石田 道夫 

本日職業奉仕賞を受賞されます受賞者の皆

様、おめでとう御座います。心よりお祝い申し上

げます。私達ロータリークラブでは各人が携わ

るそれぞれの職業に於いて品位と道徳を高め、

髙い倫理観を持って職業を遂行することによっ

て社会に奉仕すること、“職業奉仕”を最も重要

な理念とされており、個々の職業に於いて自分

の言行として次の４つのテストに照らし合わせ

てみることを教えられております。 

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  

であります。 

このような理念の下で、当クラブに於きまし

て誠に僭越では御座いますが「職業奉仕賞」を

1975年に創設し、地域に於きまして職業を通じ長

年にわたり社会に貢献し、地域の発展に貢献さ

れました方々に、敬意を表すと共に感謝の気持

 ☆☆ 出 席 報 告 ☆☆（ ）内は会員総数を基準とした値 

国内ビジター ０名 会員総数 59名 

国内ゲスト １６名 会員出席 39名(52名) 

外国ビジター ０名 出席規定適用免除 22名 

外国ゲスト  ０名 会員欠席 13名 

10月20日の出席率 75.00％ 

６週間前（9月15日）の 

メークアップを含む出席率 89.09％ 

メークアップ実施会員     5名（欠席者11名) 



ちを込めて、この賞を贈らせて頂くものであり

ます。 

本年も、この職業奉仕賞に相応しい7名のお方

を表彰させて頂くことになりました。本日受賞

の皆様は、各職場に於いて長年にわたりその職

責を果たしてこられ、其のことが評価を受けら

れて本日の受賞となられたものと思います。又

そのご活躍も家族の皆様方のご協力と支えが

あって実現することであり、ご家族の皆様方の

ご努力にも心から感謝申し上げます。 

受賞者の皆様方の今後益々のご活躍を祈念し

ましてお祝いの言葉とさせて頂きます。 

本日はおめでとうございました。 

「推薦者代表挨拶」 

自衛隊大阪地方協力本部 

阪南地区隊長 

 ３等陸佐  

笹島 秀仁 様 

自衛隊大阪地方協力

本部 阪南地区隊長

の笹島と申します。

本日は、職業奉仕賞

授与式に、消防の皆

様、警察の皆様とともに、我々自衛隊の隊員も

多数お招きいただき、誠に感謝致します。 

自衛隊は、国の防衛のため各種事態の抑止に

努めるとともに、大規模災害などの発生時に

は、地方公共団体をはじめ、消防、警察の方々

と連携・協力して、人命救助や生活支援を行

い、また、政府の方針の下、国際平和協力活動

を実施し、平和と世界の安定に寄与していま

す。それぞれの活動は、諸先輩方が築き上げた

基盤の上で、隊員一人一人の地道な努力により

成り立っております。 

自衛隊の活動に深くご理解をいただき、本

日、自衛隊の隊員も表彰していただけること

は、大変光栄でありますとともに、とても心強

い限りです。 

わが国を取り巻く安全保障環境は一層厳しさ

を増しており、今や、脅威は容易に国境を越え

る時代となっております。 

我々自衛隊は、いかなる事態においても国民

の命と平和な暮らしを守るとともに、国際社会

の平和と安定に貢献できるように、品位をもっ

て業務に邁進していく所存であります。引き続

き、自衛隊の活動に対してご理解とご支援をお

願い申し上げ、挨拶に代えさせて頂きます。本

日は誠に有難うございました。 

 

「受賞者代表挨拶」 

  第３６普通科連隊本部管理中隊  

   衛生小隊 １等陸曹 野田 尚貴 様 

陸上自衛隊第36普通

科連隊 本部管理中

隊衛生小隊で勤務し

ております野田で

す。受賞者を代表し

て一言お礼を申し上

げます。 

本日は、大阪天満橋ロータリークラブ様から

職業奉仕賞授与式に我々を表彰していただき大

変光栄であり、感謝いたしますと共に、今後、

我々の任務に対して一層努力していかなければ

と身の引き締る思いです。 

近年、異常気象の影響で水害等での甚大な被

害に対する災害派遣。また地震による災害派遣

活動等で自衛隊、警察、消防に対する国民の皆

様の期待が益々高まってきております。そんな

中で、我々自衛隊は、今年4月14日に発生した熊

本地震に対して迅速に沖縄から北海道までの全

国の部隊が熊本県に集結し、延べ81万4千人の隊

員が、人命救助、医療支援及び生活支援等で災

害派遣活動を行いました。私が所属する第36普

通科連隊も発災当初から派遣され給食、給水支

援及び物資搬送の任務に当たりました。 

現地での活動間は、連隊長の要望事項である

「被災者の方々を家族と思い寄り添いながら活

動せよ」を具現すべく、公共の避難所だけでな

く自治体で把握できていない様な自主的に非難

している方々に対しても支援物資が個々に行き

届くように個別に訪問し支援活動を行いまし

た。活動を終了し撤収するときには数多くの感

謝や励ましの言葉をいただきました。私が日頃

から若い隊員に言っていることが、自衛隊は、

何かあれば迅速に行動し、いかなる任務にも対

応できる集団であるため、日頃からの訓練は手

を抜くなと言っております。 

これからも今回の受賞に恥じぬよう精一杯努

力していこうと思います。本日は誠に有難うご

ざいました。 

☆☆ 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 



福岡 基 様 

自衛隊大阪地方協力本部 

２等陸曹 

乾 義嗣 様 

大阪府天満警察署 警部補 

野田 尚貴 様 

陸上自衛隊第36普通科連隊  

１等陸曹 

横道 勝 様 

大阪市中央消防署 消防司令補 
牧 秋則 様 

大阪府東警察署 警部補 

 辻野 義郎 様 

大阪市北消防署 消防司令 

佐野 学 様 

陸上自衛隊 

中部方面通信群本部中隊 

映像伝送小隊空中伝送班 

２等陸曹 

2016-17年度 職業奉仕賞受賞者の皆様 


