
☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆ 

小海老と帆立貝のソテー、マスカット、  

ギリシャ風野菜のマリネ 

牛フィレ肉のミニッツステーキ、     

バルサミコ酢風味のオニオンフォンダン、

ガーリックビーフジュ 

イチジクのテリーヌ、スペキュロス風味の

アーモンドケーキ添え 

コーヒー又は、紅茶 

胡桃入りソフトブレッドとバター 

 健康ミニ情報 

健康経営 

従来からの健康委員会の活動は会員医師に

よる活動が中心に行われてきたが、ご承知の

如くドクターはお一人となり、方向転換を余

儀なくされ、会員の健康に関する意識の高揚

に資する活動へと移行することにより、健康

委員会の活動としての任務を果たす所存です

のでご理解下さいますよう、本紙面でご連絡

も申し上げます。 

つきましては、最近のマスコミでも毎日の

如く国民の健康に関するニュースが取り上げ

られ健康に関する関心度が高くなっていま

す。 

健康食、健康生活、健康スポーツ、健康体操

健康経営、健康ビジネス等々が言われていま

すが、注目すべきは「健康経営」です。 

従来の賃金は労働の対価として支払われて

ましたが、最近では労働力を提供する人に対

し健康配慮が経営責任となっています。 

（文責 健康委員会 重里國麿） 

活きてきます。自信をもって頑張ってくださ
い。大阪天満橋ロータリークラブはその功績を
称え、応援します。」との激励の言葉が贈ら
れ、続いて、キャンプファイアーの炎が赤々と

照らす中、当
日出席した11
名のユース
リーダーに対
し、橋本会長
から、賞状と
記念品が手渡
されました。 
 

授与式前のリーダー達との会食の際に、1人
の男性リーダーから、ここでのボランティア活
動が評価され企業への就職が決まったとの報告
があり、また、授与式での高橋幸久財団理事長
の挨拶でも、ご自分も同じくユースリーダーと
して活動し青年功績賞の授与を受け、その賞状
を今も大事に持っています、とのご披露があり
ました。昭和44年から始まった青年功績賞がこ
のように、巣立った若者の心に脈々と継がれ刻
まれていることに、改めて感動を覚えた次第で
す。 
吉野宮滝野外学校に続き、9月30日(土)に、東

大阪市の「自由の森なるかわ」で青年功績賞授
与式を挙行します。是非ご参加ください。                  

－－No.2・3テーブル情報集会－－ 

8月31日木曜日午後6時より、西天満「和膳 と
く家」にて、No2、3のテーブル情報集会が開催さ
れました。橋本会長はじめ郡副会長、寺杣幹事、
髙田会長エレクト、田邉幹事エレクトにも参加
頂き、総勢16名の出席となりました。橋本会長の
挨拶、川本会員の乾杯にて始まり、魚料理のコー
ス料理を堪能致しました。料理は、ウニや大間の
トロの刺身盛に始まり、特大のぐじ（甘鯛）の姿
焼きやアワビのやわらか煮、最後は松茸の土瓶
蒸しや肉厚のサバ寿司まで、全料理かなりの好
評で、参加者全員お腹いっぱいになりました。 
会場が少し狭く、参加者の皆さんにはご迷惑

をお掛けしたのですが、その分近い距離感で親
密な情報交換ができたよと、優しいお言葉も頂
戴しました。 
冒頭、長い天満橋RCの歴史に花が咲き、また途

中、参加者全員の近況報告頂き、会場は大いに盛
り上がりました。 
最後は今期50周年記念事業に対する抱負も話

され、非常に有意義な会となりました。 

 

 

 

ロータリーの例会 
 日本ロータリーの創始者であり初代ガ
バナーでもある米山梅吉は「ロータリーの
例会は人生の道場人づくりの修練の場で
ある」と示されています。 
 例会には必ず出席すること、そして初め
の３０分はロータリアンとの親睦の時間
として大いに職業上の話題を通じ、心を開
き、新たな考えにふれること、あとの３０
分は卓話を通じた奉仕の時間として見識
を広めることが重要です。 
 さらに次の例会までの間は自分の実践
の場として職業に当たることを要求して
います。 

研修リーダー 南 川 和 茂 

 

【第2660地区】 
2003-04年度  地区幹事 
2008-09年度  社会奉仕委員会副委員長 
2009-10年度  社会奉仕委員会委員長 
【その他】 
ロータリー財団 マルチプル・ポール・ハ
リス・フェロー 
ロータリー財団 べネファクター 
ロータリー財団 メジャードナー 
ロータリー米山記念奨学会 米山功労者マ
ルチプル 
ロータリー米山記念奨学会 米山功労者メ
ジャードナー  

＊＊ガバナー公式訪問を迎えて＊＊ 
            会長 橋本 守之 
片山勉ガバナーにはご多忙の中、本日当クラ

ブに公式訪問頂き感謝申し上げますと共に、当
クラブ会員一同心より歓迎申し上げます。 
また地区より、地区代表幹事 塩谷 眞治様、地

区幹事 辰野 久夫様も同行して頂き有難うござ
います。 
8月24日（木）には、中嶋 進治ガバナー補佐と

福田 忠博ガバナー補佐エレクトにお越し頂き、
当方理事、役員との懇談会に於いて、当クラブの
年次計画書を基にして、委員会活動、奉仕活動計
画、戦略計画の進捗状況並びに当クラブの同好
会について説明させて頂き、お二人より貴重な
ご意見とご助言を賜りました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

国際ロータリー第2660地区 

片山 勉
かたやま つとむ

  ガバナー 
プロフィール 
【生年月日】１９４４年１１月１０日  
【職  業】紀伊産業株式会社  取締役会長  
【職業分類】 プラスチック製品  
【ロータリー歴】 
大阪東ロータリークラブ入会 ：1994年1月20日 
1997-98年度  世界社会奉仕委員長 
1998-99年度  幹事（理事） 
2000-01年度  国際奉仕委員長（理事） 
2002-03年度  ＳＡＡ（理事） 
2004-05年度  副会長 
2005-06年度  会長エレクト 
2006-07年度  会長 
2008-09年度  ＩＭ第６組ＩＭ実行委員長補佐 
2012-13年度  会員組織委員長（理事） 
2013-14年度  ＳＡＡ（理事） 

☆☆ 今日のプログラム ☆☆ 

１）例 会 （2396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 「ガバナー所感」 
       国際ロータリー第2660地区 
       ガバナー 片山 勉  様 
５）ガバナー公式訪問懇談会 

   次週（９月１４日）のお知らせ 

１）例 会 （2397回） 

２）ソング  四つのテスト 

３）卓 話 「挑戦-日本と世界を結ぶため」 

  元米山奨学生 阪和興業 宋 莉莉 様 

          金田 五郎会員紹介 

 ＳＥＰＴＥＭＢＥＲ ７ ２０１７ ＮＯ．２３９６ 

事務局電話(06)6344-0120 FAX(06)6344-0126 ホテル電話(06)6347-7111 

E-mail:temma-rc@temmabashirc.xsrv.jp  http://temmabashirc.xsrv.jp 

第2660地区 大阪天満橋ロータリークラブ 創 立 昭和42年(1967)11月4日 

OSAKA-TEMMABASHI 

事務局 〒530-0001 大阪市北区梅田1丁目3番1-1100号 大阪駅前第1ﾋﾞル11階 

例 会 毎週木曜日 12時30分 ヒルトン大阪 ４F 

会 長 橋本 守之  幹 事 寺杣 晃一  広報委員長 宮里 修一 
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基本的教育と識字率向上月間・ロータリーの友月間 

＜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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☆☆ 片山 勉 ガバナー公式訪問を心から歓迎申し上げます ☆☆ 



今 年 度 RI の テ ー マ「ROTARY:MAKING  A 
DIFFERENCE」（ロータリー変化をもたらす）に対
し、片山ガバナーの地区方針として、スローガン
「個性を活かし、参加しよう」を発表され、具体
的な目標として「基本理念と奉仕活動の実践」を
訴えられました。この二つの項目は、バランスの
取れた両立を考える事の重要性を再認識させら
れました。当クラブは、戦略計画（将来構想）と
して、会員増強であり、世代交代による次世代の
リーダー育成の推進が最大の案件として考えて
おります。 
当クラブは、お陰様で今年11月に創立50年を迎

えます。50周年記念式典を来る12月7日(木)に開
催するにあたり、現在クラブ一同で準備を進め
ているところでございます。 
片山ガバナーに於かれましては、当クラブの

運営につきまして忌憚のないご助言、ご指導を
お願い申し上げます。 
本日のご来訪に対し厚く御礼申し上げますと

共に、片山ガバナーの益々のご健勝とご活躍を
お祈り申し上げます。 

☆☆ ９月度のお誕生日 ☆☆ 

   2日 在 本  茂   9日 安田 義治 
  11日 山本 邦人  16日 中村 健輔  
  19日 中島 清治  21日   髙 田  肇     
 24日 南川 和茂  26日  福 井  興  

（以上敬称略） 

＊＊ 先 週 の 例 会 報 告 ＊＊ 

☆☆ 会 長 報 告 ☆☆ 
早いもので、本日の例会8月31日（木）で8月も

終わり、明日から9月に入ります。日中は、未だ
残暑厳しい毎日ですが、夜は少し涼しくなった
様に感じられます。会員の皆様方、体調管理には
充分お気をつけ願います。 
先週の例会終了後、ヒルトンホテル10階にて、

50周年記念事業実行委員会部会長会議が開催さ
れ、最終段階での進捗状況についての報告があ
り、日程的にも最終決定を急ぐ必要が確認され
ました。 
また先週は18：00から№1.4.7テーブル情報集

会が大川めぐりの船上で開催されました。サプ
ライズで寺杣幹事の誕生日のバースデーケーキ
をご用意いただくなど趣向を凝らして頂きテー
ブルマスターにはお礼申し上げます。 
9月3日（日）は青少年奉仕委員会奉仕事業とし

て、吉野宮滝野外学校で、青年功績賞授与式が執
り行われます。当クラブからは8名の会員が参加
予定となっております。なお、当日の様子等は次
回例会でご報告させて頂きます。 

☆☆ 幹 事 報 告 ☆☆ 

① 9月1日からロータリーレートが1ドル＝109円
に変更になります。（現行1ドル＝111円） 

② 9.10月卓話予定者表をお届けしております。担
当になられた方は卓話のテーマ及び卓話者を
事務局までご連絡お願いいたします。 

③ 次週9月7日は片山ガバナーをお迎えしてのガ
バナー公式訪問です。多数の会員のご出席を
お願いいたします。なお、例会前に10Ｆ「京都
の間」にてガバナー公式訪問懇談会が開催さ
れますので関係各位は11:15集合でお願いいた
します。 

④ 地区大会出欠のご返事を事務局までお願いい
たします。 

⑤ №2.3テーブル情報集会が本日18：00から「和
膳とく家」にて開催されます。関係各位よろし
くお願いいたします。 

⑥ 本日例会終了後「9月度定例理事会」を開催い
たします。   

     ☆☆ にこにこ箱 ☆☆ 敬称を略す 

郡、梅本、寺杣会員ご苦労様でした。 
 橋本 守之 
郡副会長、寺杣幹事、梅本会員 台北への出張
御礼申し上げます。 井戸 幹雄 
郡副会長 寺杣幹事 梅本さん 台北陽明RCへの
インフォメーション大変おつかれ様でした 

川原 和彦・石田 道夫   
吉村さん、山本さん。ロータリー楽しんでます
か。 福原 哲晃
山本会員、吉村会員 新入会員自己紹介楽しみ
にしています。 在本 茂  
吉村会員、山本会員 本日新入会員自己紹介 
１５分づつガンバッテ下さい。 中村 修   
平成29年8月31日  合計金   38,000円 
          累計金 597,000円 

☆☆ 先週（8月 31 日）の卓話 ☆☆ 

「 新入会員自己紹介 」 
吉村 圭太会員 

私は現在、父が所長を務める吉村建築設計事
務所(祖父が創業)に勤めています。          
大阪天満橋ロータリークラブへは福原先生から
のご紹介で入会させて頂きました。私はもとも
と大学を卒業後、不動産仲介会社に勤めていま
したが、父の仕事への興味が捨てきれず、夜間
の建築学校に2年通い4年前 30歳を期に今の会社
に転職致しました。 

入社してから4年が経ちましたが、本当に激
動の毎日です。自営業の大変さを身に染みて感
じる毎日です。父は昔ながらの技術マンです。

 ☆☆ 出 席 報 告 ☆☆（ ）内は会員総数を基準とした値 

国内ビジター １名 会員総数 58名 

国内ゲスト  ０名 会員出席 41名(53名) 

外国ビジター ０名 出席規定適用免除 19名 

外国ゲスト  ０名 会員欠席 12名 

8月31日の出席率 77.36％ 

5週間前（8月3日）の 

メークアップを含む出席率 80.39％ 

メークアップ実施会員     0名（欠席者10名) 

私は根っからの営業マンです。 
毎日喧嘩しています。父は技術者として色々

なリスクを考え、ヘッジします。私はリスクや
トラブルに進んで飛び込んでいきます。（一
応、お互いの信念のもの） 
さて、私は小学校のころから社会人（前職）

までラグビーを続けてきました。親からだいぶ
んお金をつぎ込んでもらいました。とても感謝
しています。 
ラグビーでは高校3年生の時、全国大会の花

園にNO.8で出場しました。ラグビーでは花形の
ポジションですが、チームメイトのなかではと
ても立場の弱い人間でした。正直、下手くそで
した。よくボールを前に落としてしまう反則を
してチームに迷惑をかけていました。 
でも、タックルが得意でした。自分よりも大

きな体の相手を正面から止めることはとても勇
気がいりますが、とても達成感があります。興
奮します。けれども、逃げてしまうと数日間、
罪悪感に苛まれてしまいます。なぜ、逃げてし
まったのか。自分と向き合います。そういうこ
とを繰り返すと、自信を持つということの意
味、自信を持つために必要なことを自分なりに
学びます。ある日、チームメイトから努力は才
能だと評価してくれました。おそらく、練習量
は誰にも負けないくらいでした。 話は戻りま
すが、日々の仕事の中で大小のトラブルはおき
ます。私はトラブルが起きたときにどう対応す
るかが大切だと思いますし、それはチャンスだ
と思っています。 
これからも自分の信念のもと誰かのためにな

る仕事が続けられればと思っています。 

「 新入会員自己紹介 」 
山本 邦人会員 

7月から入会しました山本邦人と申します。 
南川先生、在本先生にご紹介頂きました。在

本先生とは、同業の団体がありそちらでいつも
お世話になっており、今回もお誘いをいただき
ました。 
現在は北浜で会計事務所を行っております。

監査法人から独立して13年目になります。これ
まで同業の仕事に関連する集まりにはよく参加
をしてきたのですが、このような経営者の方々
の集まりに参加するのは初めてになります。 
出身は福井県の敦賀市です。関西では水晶浜

や気比の松原と呼ばれる海水浴場と原子力発電
所で知られているかと思います。食べ物では越
前ガニと越前おろしそばとソースカツ丼でしょ
うか。越前ガニは福井県で水揚げされたオスの
ズワイガニのことをいうらしいのですが、地元
の人はほとんど食べません。 
地元の人はカニと言えば「セイコガニ」のこと

を指します。地方によってはセコガニとも呼ば
れるメスのズワイガニです。オスに比べて小さ
く、足の身がほとんどありません。食べるのは主
にお腹にあるカニ味噌と卵です。これが大変美
味しく、価格もオスの3分の1程度ということも
あって人気があります。 

また福井県は、幸福度の高い県ランキングで
いつも上位になることでも有名です。2016年度版
でも1位になりました。幸福度ランキングは健
康、文化、仕事、生活、教育の5分野の指標で順
位を決めるのですが、福井県は仕事と教育で1位
です。ちなみに大阪は44位でした。 
家族は妻と二人で、結婚13年になります。趣味

はギターとヨガと英会話です。ギターは2年前、
ヨガは1年前から始めたのですが、どちらも毎日
のように取り組んでいます。 
始めたきっかけは、人生100年時代とも言われ

る昨今、多くの先輩方やお客様を見ていると、仕
事を引退する年齢になっても社会とのつながり
を持つことがいかに重要かを痛感したためで
す。 
40歳になってから仕事の専門以外に自分の柱

になるものを2つ持とうと思いまして、それで選
んだのがヨガとギターでした。ヨガは大変すば
らしくて毎日できて体と精神のメンテナンスが
できます。またギターはいままでお付き合いを
したことがないかたとの絆を深めてくれます。 
公認会計士ですが、現在はほぼ税理士業務を

しております。スタッフ10人とともにオーナー経
営者が抱える問題解決のご支援をしています。
最近はやはり事業承継と、システム導入による
効率化のご相談が多いです。 
私は1974年生まれで団塊ジュニアの世代です

が、親の世代の方から教わったことを、また次の
世代に引き継いでいくことが特に求められてい
る世代なのではないかと思っています。 
ロータリーにおきましても、まだまだ若輩過

ぎて何もできませんが、将来的に何か少しでも
貢献できるようにいろいろ教わりながら頑張っ
ていきたいと思いますので、ご指導ご鞭撻の程、
よろしくお願いいたします。 

青年功績賞授与式（吉野宮滝野外学校）報告 

           青少年奉仕委員会 

9月3日（日）の夕刻、吉野宮滝野外学校 
（一般社団法人大阪府青少年活動財団運営）

において、夏期事業を振り返るユースリーダー
によるファイナルセレモニーが行われ、今年度
卒業予定のユースリーダー17名に対する青年功
績賞授与式が挙行されました。 
橋本会長から、冒頭、毎年夏の期間この野外

学校で過ごし、子供たちのキャンプ活動を支え
て来られたユースリーダーに対し、慰労の言葉
とともに、「苦労し頑張ったボランティアとし
ての貴重な経験が、社会人としての人生で必ず


