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経済と地域社会の発展月間・米山月間
次週（１１月２日）のお知らせ

☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例

会

２）ソング
３）卓

（2403回）
友と呼べるのは

話「国際政治の秩序移行期における

安全保障リスクとトランプ政権の今後」
神戸大学大学院
教授

簑原
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法学研究科
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１）国旗掲揚台奉納記念例会（2404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）記念講話 「天満天神裏の笑いの風土」
大阪天満宮文化研究所研究員
大阪大学招聘教授

様

高島

幸次

様

50周年記念事業実行委員会

和茂会員紹介

先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

先週１０月１３日（金）ＩＭ６組第３回睦輪会
が、午後６時より、ホテルニューオータニ大阪２
階マンハッタンクレインの間で開催され、会長
（橋本）、幹事（寺杣）の２名が出席致しました。
そして、中嶋進治ガバナー補佐以下３名のガ
バナー補佐エレクト及び６組の各クラブ会長、
幹事が出席されました。
１１月１０日（金）～１１日（土）の両日に開
催されます国際ロータリー2660地区の地区大会
に際し、各クラブより一人でも多くの会員が出
席してほしいとの要請がありました。
会食前には、各クラブの会長、幹事より、クラ
ブの活動状況及び活動計画について４分以内で
報告してほしいとの要請があり、私（会長）より、
当クラブの今日までの活動状況について、去る
９月３日（土）と９月３０日（土）の両日に行い
ました青少年奉仕委員会による青年功績賞授与
式と１０月１９日（木）に開催致します職業奉仕
委員会による職業奉仕賞授与式の内容につい
て、詳しく説明し発表致しました。
また、当クラブの創立50周年記念式典につい
て、当日出席されました地区役員及びＩＭ６組

各クラブの会長、幹事の皆様方にもご出席を賜
ります様、お願い申し上げました。

☆☆

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№1.2並びに№3.4テーブル情報集会のご案内
を本日お配りしております。
③10月21日（土）に開催されます「中之島ロータ
リークラブ創立25周年記念式典」にご参加の
関係各位はよろしくお願いいたします。
④50周年国旗掲揚台奉納記念例会の出欠のご返
事を早急に事務局までお願いいたします。
⑤新入会員歓迎会の出欠のご返事を事務局まで
お願いいたします。
⑥「三世代クラブ合同社会奉仕事業のご案内」
出欠のご返事を事務局までお願いいたしま
す。
⑦№5・7テーブル情報集会が本日18：00からリー
ガロイヤルホテル大阪28Ｆ「サファイアの間」
にて開催されます。関係各位よろしくお願い
いたします。
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。

☆☆ 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
19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

☆☆ に こにこ箱 ☆☆

58名
38名(52名)
19名
14名

敬称を略す

本日の職業奉仕賞受賞されました8名の皆様、
おめでとうございます。
橋本 守之
受賞者の皆様、誠におめでとうございます
寺杣 晃一
職業奉仕賞受賞者の皆様、本日はおめでとうご
ざいます。
髙田 肇
職業奉仕賞を授与された皆様方大変お目出とう
ございます。
寺内 清視
21ヶ年在籍自祝
松宮 清隆
連続欠席をお詫び申し上げます。 松宮 清隆
平成29年10月19日

合計金

26,000円

累計金 1,002,000円

☆☆ 2017-2018 年度職業奉仕賞授与式☆☆
「会長挨拶」
会長 橋本 守之

10月19日の出席率
73.08％
４週間前（9月28日）の
メークアップを含む出席率 81.13％
メークアップ実施会員
2名（欠席者12名)
この職業奉仕賞授与式は、今年で４１回目と
なります。
そして大阪天満橋ロータリークラブは、今年
１１月４日で創立50周年を迎えます。
当クラブの50年にわたる歴史の中で、職業奉
仕活動は、最も重要な奉仕事業の１つであり、今
後もその活動は続けて参ります。
受賞者の皆様方の今後益々のご活躍を祈念
し、お祝いの言葉とさせて頂きます。
本日は、誠に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
技術職員係主査 永野 次生 様
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。
私は昭和５１年に大阪市役所に奉職して大阪
市消防局勤務の辞令を受け、予防担当として、消
防設備指導に関する業務に従事して参りまし
た。
安心安全な建物は、設計・施工・使用する多く
の人の協力が必要です。絶対火災を起こさせな
いという使命感を持ち、万が一火災が発生して
も最低限の被害にとどめる、それが建築と消防
の接点であり、火災予防の原点です。
このたび、このような素晴らしい賞を頂ける
とお聞きし、さらにこのような盛大なる表彰式
にお招きいただき、家内共々、改めて身の引き締
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伝えて、
「初心忘れず、一つの言動の目的を忘れず、日々
の火災予防業務の中で、それぞれの立場で何が
できるか、今一度市民目線で振り返ること。」を
心に刻み職務に専念したいと思います。
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、甚だ簡単ではご
ざいますが、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。

－－No.5・7テーブル情報集会－－

奉仕の理想
奉仕の理想はロータリーの目的（綱
領）の中にある“Ideal of service”が
直訳された言葉で、「奉仕という理想」
という意味です。
しかしながら、奉仕という言葉では
Serviceという概念を正確には表現してい
ません。
バレーやテニスで最初に打つボールを何
故Serveというかといいますと、ボール遊
びをしたいというニーズがあり、相手は
構えてボールが来るのを待っている。そ
のニーズを汲み取って、ニーズを満たす
行為とは、そこへボールを提供する事だ
から、最初にボールを提供する行為を
Serveというのです。
奉仕は献身的に社会の為に尽くすという
主体的な概念ですが、Serveはベクトル
（方向と力）を持った概念です。
人のニーズをよく汲み取って、そのニー
ズを理想的な形で満たすことが大切です
研修リーダー 南 川 和 茂

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
ほうれん草 菊花 蟹 松茸 お浸し
ちらし寿司 焼穴子 鮪 鯛 烏賊 イクラ
金糸玉子 刻み海苔 大葉 ガリ
きつねうどん 京揚げ 刻み葱 焼板蒲鉾
柿梨
コーヒー

友と呼べるのは

大阪天満橋ＲＣ
作詞 赤 木 頌 一
大阪天満橋ＲＣ
作曲 山 口 福 男

10月19日（木）18時よりNo.5・7テーブル合同
の情報集会がリーガロイヤルホテルの２８階、
「サファイアの間」において行われました。橋
本会長をはじめ総勢12名の参加となりました。
勝見No.7テーブルマスター司会のもと、会長の
ご挨拶をいただいた後、大矢職業奉仕副委員長
による乾杯の発声により開始となりました。偶
然ながらお隣の部屋で「大阪天満ライオンズク

ラブ」様の会合も開かれており、負けないよう
に賑やかにいきましょう、とのことですすみま
した。入会年次の比較的古いNo.5テーブルと新
しいNo.7テーブルの混成だったこともあり、各
会員による近況報告ではベテラン会員の皆様か
らの、貴重な体験談を交えての助言等を聞かせ
ていただき、有用な時間をすごすことが出来ま
した。中川副SAAにプロデュースしていただいた
お料理は、来る12月のウェルカムパーティーで
お出しするメニューを先取りした和食のコース
でたいへん美味で、アルコールとともに楽しむ
うちにあっという間に定刻をすぎ、郡副会長に
よる中締めを頂いて、お開きとなりました。参
加いただいた皆様、ありがとうございました。

友と呼べるのは 信じ合っているから
友と呼べるのは ねがいが同じだから
一人一人の しごとは違っても
平和で暖かい 世界を作るために
平和で暖かい 世界を作るために
おおロータリー ロータリークラブ

大阪府東警察署 署長
警視正 髙木 久 様
本日は、大阪天満橋
ロータリークラブ職業
奉仕賞授与式にあたり
まして、推薦者を代表
し一言ご挨拶を申し上
げます。
まずは、栄えある職業
奉仕賞を受賞されまし
た方々、そして受賞者
を支えてこられました
ご家族の皆様、本日は、誠におめでとうございま
す。心からお祝いを申し上げます。
また、大阪天満橋ロータリークラブにおかれ
ましては、
今年創立50周年を迎えられたとお伺い
いたしました。長年にわたり社会奉仕活動を続
けてこられたご労苦に対しまして、感謝と敬意
を表する次第でございます。
さて、本日授与していただきました職業奉仕
賞は、自衛隊・消防・警察それぞれの職場におい
て、陰陽向なく地道に職務に精励している職員
を賞賛していただくものでございます。このよ
うな賞をいただきますことは、受賞職員はもち
ろんのこと、それぞれの職場で働くすべての職
員の誇りであり、大いに士気が高まるものでご
ざいます。本当にありがとうございます。
私ども東警察署をはじめとする大阪府警各警
察署では、府民が安心して暮らせる「安全なまち
大阪」をめざし、職員が一丸となって日々業務に
取り組んでおります。これからも、府民の期待と
信頼にお応えするべく、さらに職務に精励する
所存でございますので、今後とも、より一層のご
支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げま
す。
終わりになりましたが、大阪天満橋ロータ
リークラブの益々のご発展と、会員の皆様の
益々のご健勝・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。
本日は誠におめでとうございます。

「受賞者代表挨拶」

友と呼べるのは 許し合っているから
友と呼べるのは のぞみが同じだから
一人一人の 時間は違っても
奉仕の理想を 世界に満たすために
奉仕の理想を 世界に満たすために
おおロータリー ロータリークラブ

本日、職業奉仕賞を受賞されます８名の皆様、
おめでとうございます。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、高い
倫理観を持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目的としてい
ます。
本日受賞されます８名の皆様方は、地域やそ
れぞれの分野で職業を通じて永年にわたって社
会に貢献し、地域の発展に尽くされました。
心から敬意を表すと共に、感謝申し上げる次
第です。
今年も大きな自然災害がいくつも発生し、ま
た社会では様々な犯罪が発生しています。
そのような状況の中で、皆様方がお持ちであ
る、日頃から訓練され卓越した技術や行動力が、
数多くの人々の生命や安全をお守り頂いている
事は、私達日本国民にとりまして、とても心強く
大きな心の支えとなっております。またそのご
活躍も、ご家族の皆様方のご協力と支えがあっ
てこそ実現する事であり、ご家族の皆様方にも
心から感謝申し上げます。有難うございます。

）内は会員総数を基準とした値

