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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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疾病予防と治療月間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆

１）例 会
２）ソング
３）卓 話

（2363回）
ロータリー讃歌
「新入会員自己紹介」
坂東 信幸 会員
木川 武利 会員
４）第1回被選理事会

１）例 会 （2362回）
２）ソング
四つのテスト
３）クリスマス家族会

＊＊

先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

先週２４日（木）例会前にクラブ戦略計画委員
会が開催され“クラブの理想”に少しでも近づ
けるようにをテーマとして、以前行われたアン
ケートでの当クラブの弱みを如何に克服してい
くか等討論されました。私はクリスマス家族会
の料理の試食の為、中座致しましたが、仲西会員
や若手から斬新な提案がなされたと聞いており
ます。後日お聞きしたいと思っております。
当日夜はテーブルNO.４・５の情報集会がホテ
ルモントレの「隋緑亭」で開催され、各人が近況
報告をされ、各々普段知らない人間性を垣間見
られ意外な一面を見れた気がします。
２５日（金）大阪大手前RCの“食べ歩き同好
会”今回は「大川クルージングと紅葉観賞」と題
し開催されました。当クラブより高良副会長、平
尾会員、RACのOB染井君と私が、中之島RCからは杉
村幹事が参加で１６名程の船上パーティで、裁
判所の南側から船に乗り込み毛馬の閘門辺りま
で行き、戻って参りました。
又２６日（土）は、中之島RCの成美学寮への奉
仕事業が行われ、当クラブの仲西社会奉仕副委
員長とRACがお手伝いに行ってくれました。
今日の紳士の料理教室にも大手前RC、
中之島RC
の方々も多数参加してくれる予定で、このよう
に三世代クラブの友好が少しづつでも深まって
くれているのは嬉しい限りです。

☆☆

幹 事 報 告

次週（１２月１５日）のお知らせ

☆☆

①12月1日からロータリーレートが1ドル＝106円
に変更になります。（現行1ドル＝102円）
②大阪うつぼＲＣの例会場が新年よりホテルモ
ントレ大阪に変更になります。

③「ロータリーの友」と併せて12月号推奨記事
のご紹介をお配りしておりますのでご覧いた
だきます様お願いいたします。
④次週12月8日（木）は「例会」16：30～16：45「ク
リスマス家族会」17：00～20：00を開催させて
頂きます。
⑤次々週例会終了後「第1回被選理事会」を開催
致します。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。

☆☆ にこにこ箱 ☆☆

敬称を略す

誕生日自祝！
石田 道夫
誕生日自祝
中川 政照
誕生日自祝
小寺 一矢
誕生日自祝
髙松 貞彦
誕生日自祝
西浦 司
誕生日自祝
寺内 清視
誕生日自祝
柳澤 興平
本日の卓話、よろしくお願いします。
河田 惠昭
本日卓話かみかみですが、よろしくお願いしま
す。
今井 浩
誕生日 自祝 本日の卓話よろしくお願いしま
す。
廣畑 剛志
今井 浩会員、河田 惠昭会員、廣畑 剛志会員
新会員の自己紹介を楽しみにしています。
井戸 幹雄
中川 政照
今井会員、廣畑会員、河田会員 本日卓話よろ
しくお願い致します。
坂東 信幸
連続 欠席のおわび
勝見 茂
中川先輩“大阪とらふぐの会”ご紹介ありがと
うございました。
石田 道夫
平成28年12月1日

合計金

75,000円

累計金 1,356,000円

☆☆ 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

59名
45名(55名)
22名
10名

☆☆ 先週（12 月 1 日）の卓話 ☆☆
「 社会人としてのわたしの履歴書」
河田 惠昭会員
京都大学で工学博士の学位をいただいて、41年
が経過しました。
この間、
防災・減災の世界のトッ
プランナーとして研究を継続してきました。それ
らの研究成果は、論文約800編、学術書70冊（分担
執筆を含む）などにまとめられ、内容が学際的か
つ独創的であると評価されて、これまでに13の授
賞を数えています。研究成果は机上の空論ではな
く、国内外で実施した災害に関するフィールド調
査は、先進国、途上国を合わせて約400回、国内で
は数えるのが不可能なくらい数多く実施し、その
実践性も高める努力を重ねて参りました。
そのお陰で、天皇・皇后両陛下への学術研究成
果を紹介するご進講をはじめ、これまでに10回も
直接、お話しする機会を得るという光栄に浴する
ことができました。
このような研究姿勢は、“研究は冒険である”
ことに気付いたから持続しているのです。勇気を
もって挑戦することが、わたくしの生き方の基本
になっています。そして、40年も研究を重ねた結
果、わが国は国難災害が起これば、このままでは
確実に衰退することがわかってきました。それ
は、わたくしにしか洞察できない将来なのかもし
れません。わかった以上、万難を排して国難災害
を迎撃することがわたくしの使命です。
「RC入会にあたり略歴紹介」
廣畑 剛志会員
入会にあたりご推薦は南川会員と箕村幹事で
す。きっかけは、脱サラ後世界が狭くもっと他の
業界の方と知り合いたいという思いがあり、箕村
幹事が入っているので間違いないと決めました。
生い立ち 父は昭和2年和歌山生まれ、母は大
正15年金沢生まれ 兄弟は姉が計4人最後に36年
松原市に生まれる。父は大末組勤めのあと建設会
社を経営。家宅の人、幼少期より接触がすくな
かったが、水害恩地川通学路の橋を1日で付け替
え、誇らしい思い。父の言葉 裏判を押したらあ
かん 当時は意味不明でした。
高校進学大阪市内の府立夕陽丘高校当RCに大
先輩重里会員 25年先輩で陸上部のスプリン
ターであったそうです。56年1981年私学の関西大
学へ入学60年就職活動の末、西区立売堀の山善に
内定、就職山善に関しては創業者山本猛夫の講話
を毎月聞いた今になって偉い人だったと感慨あ
る。
脱サラ後仕事内容は、数千アイテムの家具・イ
ンテリア商品などの商品を、ネット販売を通じて
販売しています。私の会社の売り場はネット上の
「ネット卸」といいまして、商品の複数の写真、
スペックを詳しく説明したネタを、卸先のネット
ショップが掲載販売し、売れたら消費者に宅配し

）内は会員総数を基準とした値

12月1日の出席率
81.82％
4週間前（11月10日）の
メークアップを含む出席率 87.27％
メークアップ実施会員
3名（欠席者10名)
ます。業界ではドロップシッピングと言い、物流
代行も兼ねています。
7月天満橋RC入会後、例会、社会奉仕活動に参加
し会員のみなさんの真摯な姿勢に胸を打たれて
います。今後も多く参加して、会員のみなさんに
より交流し親交を深めていきたいと思います。
「私の入社について」
今井 浩会員
私は四條畷の出身で大学生の時にレクレーショ
ンリーダーをやっておりました。その関係で四条
畷の市役所に入り子供関係の職に就き働きたい
と相談しましたら、今は水道局の技術職しか募集
がないから浩ちゃんは無理やと言われました。
浩ちゃんにはここがいいと役所の方が名刺を出
し見せられました。その名刺は米朝事務所でし
た。その場で電話して一度面接してもらいたいと
お願いしてくださいました。
後日米朝事務所に伺いまして面接してもらいそ
こで言われたのがこの仕事は土日もないし親の
死に目にも会えないよとそれを覚悟しといて下
さいと。
紹介者の方にすぐ辞めたらあかんで、僕の紹介や
から３年は辛抱してやといわれました。入社して
出勤簿に判子押しやと言われ見ますと土日もす
べて判子押してありました。えらいとこ入社した
なと思いましたが、石の上にも３年と言つたもの
で３年たてば何とかなるんですね。
電話でなさいと言われ最初に取った電話が米朝
師匠でした。最初に会った噺家さんがべかこ（現
南光）師匠でした。そこでべかこ師匠が君か、僕
の担当なるでと言われました。現実に担当になり
何もわからない私でしたから、ひろっちゃん今
日、僕の出番どこ、出番表の紙を見て最後でした
ので師匠、べべですわ、
師匠はべべ、それはとりと言ってすごいことなん
やでと教えて下さいました。
今日も役員会でざこば専務、南光常務、米團治取
締役と役員会で今後の米朝事務所の事を話し合
いました。
ロータリー財団
米山奨学会

コインサービスの報告
９/８
12/１

残
高
受
入
現 在 高

100円
131円
231円

☆☆ 本日のディナーメニュー ☆☆
クリスマス家族会スペシャルディナー

