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経済と地域社会の発展月間・米山月間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆

次週（１０月１１日）のお知らせ

１）例 会
１）例 会 （2445回）
２）国旗およびロータリー旗に礼
２）ソング
３）ソング
君が代・奉仕の理想
３）卓 話
４）卓 話
米山月間記念卓話
「低人権優勢？－中国経済の裏面」
米山奨学生 田 園 様
国際奉仕委員会

☆☆ １０月度のお誕生日 ☆☆
2日 井戸 幹雄
19日 荒木 幾夫
30日 山本 喬一

13日 梅本 知秀
29日 福原 哲晃

日も風も星も
「これからの人生について」
吉村

先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

皆様こんにちは。 先日タイガー・ウッズが５年
ぶりにアメリカツアーで優勝をしました。逮捕等
色々なことがあり、もう復活は無理だろうと思っ
ておりましたが畏敬の念を禁じえません。
先週アサヒビアハウスにおきまして、三世代ク
ラブ有志懇親会が行われました。大阪天満橋ＲＣ
２７名、大阪大手前ＲＣ２名、大阪中之島ＲＣ１
３名、合計４２名の参加がありました。それぞれ
の会長挨拶に始まり、坂本パスト会長の乾杯、南
川パスト会長の三クラブ合同例会の発足の経緯、
大阪大手前ＲＣ岡田会長の三クラブ合同社会奉
仕事業とロータリーデーの案内をして頂き、最後
は郡パストガバナー補佐の締めの挨拶で和やか
な雰囲気の中で閉会しました。 １０月２０日の
秋の家族会は小学生以上のお子様に限っており
ましたが、一人のみでしたので、小学生以下のお
子様も出席可とさせていただきましたので多く

圭太

会員

のお子様又はお孫様の参加をお願い致します。後
ほど親睦委員会より詳しい報告があると思いま
す。

☆☆
（以上敬称略）

＊＊

（2446回）

幹 事 報 告

☆☆

①ロータリー米山記念奨学会より「2018-19年度
ロータリー米山記念事業 豆辞典」が届いてお
りますので本日お配りしております。
②大阪中之島ロータリークラブより「エイズ啓
発大阪ジャズフェスティバルのご案内とお願
い」が届いております。本日お配りしておりま
すので出席されます方は事務局までご連絡を
お願いいたします。
③「秋の家族会」出欠のご返事を事務局までお
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本日例会終了後「10月度定例理事会」を開催い
たします。関係各位宜しくお願いいたします。

☆☆

10 月度理事会決定事項

☆☆

・入会候補者の二宮彰久さんの入会を承認。
・職業奉仕賞授与式(10月18日(木))当日のタイム
スケジュール、座席等決定。
・モンゴル支援事業について大阪中之島ＲＣより
要請あり次第、2100ドルの支出をすることで決
定。

☆☆ 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

☆☆ に こにこ箱 ☆☆

51名
34名(44名)
20名
10名

敬称を略す

本日卓話宜しくお願いします。
柳澤 興平
結婚記念日自祝
中村 修
柳澤会員卓話楽しみにしております。
髙田 肇
柳澤さん 卓話ガンバッテクダサイ！ 田邉 三郎
本日の卓話楽しみにしております 郡 悦清
柳澤興平会員 本日の卓話を期待し楽しみに拝
聴します。
中川 政照
柳澤さん 本日の卓話及び10月の職業奉仕賞ガン
バッテ下さいね
川原 和彦
柳澤さん 卓話頑張って下さい。
石田 道夫
柳澤さんの卓話を楽しみにしています。
山本 喬一
柳澤さん 卓話たのしみにしています 中村 修
先日、博多阪急行きました！
寺杣 晃一
連続欠席のお詫び
中村 修
平成30年9月27日

合計金

36,000円

累計金

791,000円

☆☆ 先週（9 月 27 日）の卓話 ☆☆

9月27日の出席率
77.27％
４週間前（9月6日）の
メークアップを含む出席率 90.91％
メークアップ実施会員
6名（欠席者10名)
もに拡大してきた百貨店なのに今や、中産階級の
減少により今に至ったと思います。バブルの時代
の一億総中流は今やないのです。では百貨店は無
くなるのか、私は無くならないと思います。たぶ
ん大型都市の大型店は生き続けるでしょう。ただ
地方都市の百貨店は非常に厳しいと思います。
第二部は百貨店四方山話です。

♪大阪天満橋ローターアクトクラブ♪
１０月第２例会のお知らせ
日 時：10月28日（日）8:00～19：00(予定)
内 容：天満音楽祭のお手伝い
※関西大学RACとの合同例会です。
場 所：〒530-0042 大阪市北区天満橋 1-8-30
大阪アメニティパーク１階
登録料： 無料
登録先：幹事 松久 曜子
tenmabashi@2660rac.org
登録締切：10月23日（金）

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
和風茸スープ、生姜風味
鶏の醤油麹焼き、リソレポテト、
茄子とエリンギ茸のグリル
バニラパンナコッタ、梨と酢橘のゼリー
コーヒー又は、紅茶

なりわい

元京都Ｒ Ｃ
作詞 前 田 和 一 郎
元東京Ｒ Ｃ
作曲 萩 原 英 一

つど

奉仕の理想

みくに

奉仕の理想に集いし友よ

くおん

御国に捧げん我等の生業

望むは世界の久遠の平和

めぐる歯車いや輝きて

とわ

永久に栄えよ

我等のロータリー
ロータリー

「百貨店四方山話」
柳澤 興平 会員
第一部 百貨店の現状
私が百貨店に入社したころから百貨店業界は
構造不況業種と言われていました。今や絶滅危惧
種と言われても過言ではないかもしれません。私
の入社当時１９７３年の全国百貨店売り上げは
６兆円にも満たなかったのですが、当時は小売り
の王様でした。消費の大衆化の波に乗り１９９１
年バブルの時に９兆５０００億円のピークを迎
えその年以降漸減状態で２０１６年には６兆円
を割ってしまいました。そこには様々な要因があ
り、何が一番大きな要因かは一言では述べられま
せん。列挙してみますと○国内人口の減少、中産
階級の減少○消費者ニーズの個性化・多様化○
ショッピングモール・アウトレットの台頭○消費
者のＴＰＯ離れとカジュアル化・伝統の破壊○
ネット通販の大衆化百貨店の陳腐化、横並び体
質。何処の店に行っても同じで何処の店かわから
ない。色々な要因が絡まり現在に至ってますが、
一番の要因は大衆すなわち良質な中産階級とと

）内は会員総数を基準とした値

