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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

（2364回）
友と呼べるのは
「新しい癌治療」

堂島ライフケアクリニック
院長

佐藤

守仁

様

中川

政照会員紹介

次々週（１月５日）のお知らせ
１）例 会 （2365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
「会長新年挨拶」
石田

道夫会長

４）1月度定例理事会

☆☆ １２月度の結婚記念日 ☆☆
南川 和茂
（以上敬称略）

＊＊

先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

先週はクリスマス家族会、仲西会員の巧妙な
司会にて明るく楽しい良い家族会になったと思
います。本年度は金田会員・福原会員のご尽力に
て米山留学生OB・OGに声を掛けて頂きロシアの
サーシャと子供さん、トルコのファーティ、ベト
ナムのファム・ティタン・ガ、中国の宋莉莉、そ
して現在の馮 茜ご夫妻が参加、残念ながら祝
方悦さんは身内の不幸で来れませんでしたが、
５０周年に向けての第１歩が踏み出せた感を受
けました。又、５０周年のテーマ“夢と未来 架
ける情熱 天満橋”のポスターが出来上がり、早
速会場に掲示させて頂き、今後は毎例会時に掲
示させて頂きます。
パーティは田邉会員によるピコ太郎？否ピコ
三郎のパフォーマンスや坂東会員・今井会員に
よるサンタとトナカイ アンサンブル・サビー
ナ１１名によるクリスマスソング外 川原会員
と高田会員による恒例のオークション及び今回
から初めての試みのビンゴゲームを田邊会員・

髙橋会員が進行して頂き、多くの景品をゲッ
ト！親睦活動委員会の皆様、色々ご手配有り難
う御座います。又、オークション、協賛金やビン
ゴの景品に多くのご協賛を頂き有り難う御座い
ました。
翌日の１２月９日・１０日に地区大会が大阪
国際会議場にて開催され、９日の開会式には郡
ガバナー補佐、橋本会長エレクト、木村会員、荒
木会員と私が参加。開会に当たっては人間国宝
の大槻文蔵氏による祝能が披露され、１０日の
本会議の歓迎演奏ではお琴と尺八の演奏があり
日本文化の素晴らしさを垣間見た感じです。当
クラブ２０名程の方が参加頂きました。
１０日（土）の夜は、タイのノンケームRCの有
志６名と郡ガバナー補佐、山本直前会長、山田社
会奉仕委員長と私 １０名で今後の事業の打ち
合わせを行いました。タイ３３５０地区は１０
０クラブ強のクラブがあり、男女の割合は６：
４くらいで、
ノンケームRCは３０名弱のメンバー
で男性は塩谷さんを含め３～４名との事です
が、女性が凄く活発に活躍されているそうです。
来年５月中旬頃贈呈式を執り行いたい由、台北
陽明RC共々参加して下さいとのお願いがありま
した。この事業は山本直前会長、中野直前幹事と

☆☆ 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
０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
39名(52名)
22名
13名

ノンケームRCの塩谷氏のご尽力で台北陽明RCに
もご協力を頂いた事業です。年度越の事業とな
りましたが、山本直前会長と中野直前幹事のご
尽力に感謝。
公益財団法人 ロータリー米山記念奨学会よ
り勝見 茂会員・箕村 保会員・仲西良浩会員に
第1回米山功労者の感謝状、橋本守之会員・西井
幾雄会員に米山功労者マルチプルの感謝状が届
いておりますので後程お渡し致します。
なお、第57回米山功労クラブの感謝状も届い
ております。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①新年初例会のご案内を本日お配りしておりま
す。
②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。なお、お写真を掲示板に掲示しておりま
すのでご覧ください。
③次週例会終了後「1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。
④本日例会終了後 第1回被選理事会を10F「平安
の間」にて開催いたします。関係各位宜しくお
願いいたします。
⑤次々週12月29日（木）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。事務局の年末年始休暇は12月28日～1月3
日です。

☆☆ に こ にこ箱 ☆☆

敬称を略す

クリスマス家族会御協賛金及び協賛品御提供の
皆様ありがとうございました。
石田 道夫
クリスマス家族会親睦活動委員会の皆様有難う
ございました。
石田 道夫
本日 卓話させていただきます。よろしくお願
い致します。
坂東 信幸
本日の卓話よろしくお願いします。 木川 武利
坂東さん、木川さん本日の卓話、楽しみにして
います。
中村 健輔
坂東 信幸会員 本日の新入会自己紹介成功裏
に終りますようにお祈り申し上げます。
中川 政照
16ヶ年在籍を自祝して。
西浦 司
6ヶ月ホームクラブ皆出席自祝
石田 道夫
6ヶ月ホームクラブ皆出席自祝
山本 喬一

）内は会員総数を基準とした値

12月15日の出席率
75.00％
4週間前（11月24日）の
メークアップを含む出席率 80.00％
メークアップ実施会員
0名（欠席者11名)
誕生日自祝。
松宮 清隆
クリスマス家族会、皆様ご苦労様でした。
小寺 一矢
先週の家族会当日誕生日の3人に誕生日ケーキ
を頂きありがとうございました。 石田 道夫
中川 政照
髙松 貞彦
連続欠席を深くお詫び申し上げます。
松宮 清隆
いつもありがとうございます。
ＳＡＡ
平成28年12月15日

合計金

63,000円

累計金 1,485,000円

☆☆ 先週（12 月 15 日）の卓話 ☆☆
「 自 己 紹 介 」
木川 武利 会員
自分で自分のことを話すのは、自慢話になり
がちですので、品がなく、皆さんにとりましては
面白くもないのでしょうが、新入会員というこ
とでありますので、しばらくお付き合いくださ
い。
振り返ってみますと「一歩前に」というのが私
のコンセプトだったのかな～と思います。
１．私は、Ｓ23・1・18に兵庫県西脇市で生ま
れました。68歳です。
２．子供のころは、背が小さく、泣き虫で、自
省的で勉強もできませんでした。
３．小・6の時、親の財産、成績、男前でこい
つにはかなわないと子ども心に思ってい
た友達がいましたが、あるとき相撲を
取って、何と私が勝ちました。
４．大袈裟に言うと、この瞬間私の人生が変
わったように思います。「やればでき
る！」という自信ができました。
５．西脇高校３年の１月に成績はあまり良く
なかったのですが、どうしたことか、志望
校を当時もっとも難関大学を(名前は忘
れましたが)受験する覚悟を決め、理科２
科目を遅ればせながら受験勉強しまし
た。
結果は成績が伸びず現役では無理となり
ましたが、その気になりました。
６．総合商社で、仕事をしましたが５３歳の時
に、もう少しわかりやすい形で世の中の

お役にたちたいと思い、退社し、弁護士に
なるべく司法試験を受けることにしまし
た。南川様にもご相談をしました。先生は
反対でした。又中村社長は、心配で、私の
住まいの三田にまで訪ねてきていただき
ました。
７．４年間やりましたが結局合格できません
でした。その後親しかった社長さんから
お誘いを受け、不動産デベで８年間お世
話になりました.
８．６５歳でもう少し長く世の中に役に立ち
たいと思い無理を言って退社させていた
だき起業いたしました。
９．そして、６８歳でロータリーに入会させて
いただきました。
１０．振り返りますと、
・子供のころに頭の上がらなかった友達
に相撲で勝って自信をつけ
・高３最難関大学(名前は忘れましたが)
を目指し
・５３歳で司法試験にチャレンジし
・６５歳で起業にチャレンジし
・今６８歳でゴルフのクラブチャンピオ
ンにチャレンジしております
以上の通りで、「一歩前に」ということだった
のかと思います。なかなか自分の半生を総括す
ることがなかったのですが、今回この機会をい
ただいたことで考えることができ、
「そうだった
のか～」という感慨を持ちました。また、最後に
なりますが、仕事を通じてお客様に喜んでいた
だけるよう、「一歩前に」精進してまいる所存で
す。ご清聴ありがとうございました。
「 自 己 紹 介 」
坂東 信幸 会員
新入会員の坂東です。当社は、祖父が昭和３２
年に和歌山市で 水道工事会社として創業し、
父も働いてました。
小さいころの私は祖父や父がどんな仕事をし
ているか なにも知りませんでした。ただ、よく
酔って暴れて帰ってきた父 を見ては尊敬できず
にいました。
その後友人の父が突然亡くなり、父の後をつい
で服屋をすることになった時に、言った言葉が心
に残りました。
「生きてるうちにしか話せないぞ、
今のうちに親ときちんと向き合え」と。
親とときちんと向き合わなかった自分が恥ず
かしくなり、 親の会社に入らせていただくよう
お願いしました。
当社は空調給排水電気設備工事会社であり３

つの部門があります。
１つは 給排水、空調設備の下請け工事、監督を
行う部門
２つめは 維持管理及び省エネ工事等お客様と
ともに設計、施工する部門
３つめはアフターメンテナンス部門
うちの会社の特色は３つめのアフターメンテ
ナンス部門を自社でもっている点です。２４時間
３６５日のメンテナンス体制をとっていまして、
お客様から大きな安心感、信頼感を持ってもらっ
ています。
ある幼稚園で誕生日会の前夜、天井裏の配管が
割れたという連絡がありました。夜１２時頃には
水が復旧できましたが、翌日無事誕生日会を迎え
られ子供たちも大喜びだったと、幼稚園から連絡
があったときには本当にこの仕事をやっててよ
かったと思いました
ロータリークラブを通じて地域に貢献、人に貢
献できる活動にすこしでも携われればと思って
います。
本クラブを紹介していただいた中川さん、あり
がとうございます。

－－ＧＧプロジェクト事業－－
国際奉仕委員会ではタイ国3550地区のノン
ケームロータリークラブと協力し、同地域の腎
臓病患者の生活環境を改善すべく、地域の国立
病院に透析機２台を寄贈する共に病気に関する
基礎知識や予防法などの教育プログラムを地域
コミュニティ供給するためグローバルグラント
を利用した事業を進めています。
このたび、ノンケームＲＣのスパポーン・タパ
ターナ会長ほか６名のメンバーが観光のため来
日されたのを機会に当クラブ立ち寄りいただき
ました。プロジェクトは順調に進みＴＲＦより
承認がおりあとは順次事業を進めることになっ
ているとの報告と当クラブへの協力の御礼が伝
えられました。

－社会奉仕活動報告 献血事業－
平成２８年１２月１４日水曜日、今年度２回
目の献血事業を行いました。日本分析化学専門
学校において、大阪赤十字血液センターご協力
のもと、同学校の職員さん、先生、生徒さんにご
協力をいただきました。学校関係の渡邊さんよ
りますと今回は生徒さんにインフルエンザが流
行している折なので、献血の参加者が少なくな
ると思われるとの事でしたが、献血の受付が始
まるといつも通りの沢山の生徒さんが来ていた
だき採血の協力をしていただきました。

社会奉仕活動の一つの事業ですが、血液セン
ターの皆様、学校の先生、職員、生徒の皆様にご
協力を頂いた事に感謝いたします。
当クラブから受付者の方々に記念品を提供す
る支援をおこないました。
社会奉仕委員会

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
・栗のブルーテ、ベーコンビッツ添え
・牛頬肉のブレゼ、赤ワイン風味、ブルゴー
ニュ風ガーニッシュとマッシュポテト
・ピスタチオムースと柚子風味のマスカル
ポーネクリーム モンブラン仕立て
・コーヒー又は、紅茶
・胡桃入りソフトブレッドとバター

受付数 ６１名 ５２名の採血者 ９名の方
が体調不良の為不採血でした。また、献血推進課
の田中さんお話で、６０歳～６４歳で一度献血
すると、６９歳までは、献血対象者との事です。
ロータリーアンの方も多く参加して頂きたと思
います。

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

