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ROTARY Club Weekly Bulletin
第2660地区 大阪
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 髙田 肇
幹 事 田邉 三郎
ｿﾝｸﾞ･ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ・広報委員長 平尾 彰彦
事務局電話(06)6344-0120 FAX(06)6344-0126 ホテル電話(06)6347-7111
E-mail:temma-rc@temmabashi-rc.com
http://temmabashi-rc.com

2018-2019年度RIテーマ

＜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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経済と地域社会の発展月間・米山月間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆

１）例 会 （2449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
３）卓 話 「自動車損害賠償責任保険について」
４）卓 話 ロータリー財団月間記念卓話
荒木 幾夫 会員
「世界でよいことをしよう
４）次年度理事・役員指名委員会
～我々が支え、我々の活動の
土台となる財団補助金～」
５）11月度定例理事会
地区ロータリー財団委員会
資金管理小委員会 委員長 曉 琢也 様
国際奉仕委員会
５）記念写真撮影
１）例 会
２）ソング

坂本 武人 様
大阪市中央消防署
東雲出張所担当司令

新庄 和正 様
大阪府天満警察署 巡査部長

蓑上 幸志 様
陸上自衛隊 中部方面ヘリコプター隊
一等陸尉

倉田 稔 様
大阪市北消防署 消防司令補

民秋 悟 様
陸上自衛隊第３６普通科連隊本部管理中隊
陸曹長

柴田 浩 様
自衛隊大阪地方協力本部
陸曹長

菅原 大介 様
大阪府東警察署 巡査部長

次週（１１月１日）のお知らせ

＊＊

（2448回）
紅葉（もみじ）

先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

皆様こんにちは。
本日は、当クラブの最も伝統のある職業奉仕賞授
与式でございます。受賞なさいました７名の方々
本当におめでとうございます。後程授与式を執り
行いますので宜しくお願い致します。
１０月１３日（土）ＹＭＣＡ会館で「広報・情報・
公共イメージ向上セミナー及び決議審議会決議
案説明会」がありまして、私と中村会長エレクト
と平尾ソング・プログラム・広報委員長が出席し
てまいりました。
１０月１４日（日）大阪産業創造館にてローター
アクト関西四地区交流会が行われまして、中島地
区ローターアクト委員長と阪本ローターアクト
担当副委員長が出席されました。お互いのロー
ターアクトの活動内容や情報交換をされました。
１０月２０日（土）は秋の家族会です。落語を目
の当たりにし、広東料理の名店でにぎやかに食事
を致しますので楽しみにご参加下さい。
１０月２４日は世界ポリオデーです。今年は世界
ポリオ撲滅推進活動の３０周年を迎える年です。

以前は３５万人が感染しておりましたが、最近の
ポリオの発症数は１４件、３カ国のみです。ポリ
オ撲滅は目の前に迫っております。しかし完全に
撲滅するには毎年数百万ドルも必要です。今後も
ポリオ撲滅の達成に向けて、ロータリアン全員で
努力をしていきたいと思っております。

☆☆

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。
②2018-19年度地区ロータリーデー「地車 in 大
阪城 2018」のご案内を本日お配りしておりま
す。運営の一部をご協力いただくご案内で具
体的活動は、ポリオ・プラスの募金活動の呼び
かけや、テント内設置のVRの使用説明及び誘
導、来場者の写真撮影コーナーの誘導等です
ご参加頂けるロータリアンにはメークアッ
プ・アテンダンスカードが発行さます。皆様の
ご支援、ご協力、ご参加をお願いいたします。
③地区大会出欠のご返事を事務局までお願いい
たします。
④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 ２名
国内ゲスト １６名
外国ビジター ０名
外国ゲスト
０名

会員総数
51名
会員出席
37名(44名)
出席規定適用免除 20名
会員欠席
7名

☆☆ に こにこ箱 ☆☆

敬称を略す

本日職業奉仕賞を受賞されました方、本当にお
めでとうございます。
髙田 肇
職業奉仕賞を受賞されました皆様、本当におめ
でとうございます！
田邉 三郎
職業奉仕賞受賞の皆様、本日は誠にお目出とう
ございます。
柳澤 興平
職業奉仕賞受賞者を祝して。柳澤委員長 郡副
委員長ご苦労様です。
橋本 守之
本日の職業奉仕賞ご受賞の皆様、誠におめでと
うございます。益々のご活躍をお祈り致しま
す。
川原 和彦
職業奉仕賞受賞の皆様、受章おめでとうござい
ます。
福原 哲晃
職業奉仕賞受賞の皆様、おめでとうございま
す。
山本 喬一
金婚式の御祝、チェコの素敵なシャンパングラ
ス、橋本元会長と髙田現会長お二人おそろいで
弊社までおこしいただいて恐縮しています。有
りがとう御座います。
衣斐 孝雄
平成30年10月18日

合計金

43,000円

累計金

931,000円

☆☆ 2018-2019 年度職業奉仕賞授与式☆☆
「会長挨拶」
会長 髙田 肇

）内は会員総数を基準とした値

10月18日の出席率
84.09％
４週間前（9月27日）の
メークアップを含む出席率 84.44％
メークアップ実施会員
3名（欠席者 10名)
当クラブが創立されました１９６７年に初めて
職業奉仕賞授与式を執り行いました。その後は数
年に一度でしたが、１９７４年からは毎年表彰さ
せていただいております。
私が以前担当させていただいた時に、東警察署様
で来訪を告げますと、定年となっていた受付の方
が、「天満橋ロータリークラブの方ですか、以前
天満警察署に勤務をしていた時に表彰してもら
いました。その節はありがとうございました。」
と言って戴き、大変感動を致しました。
表彰させていただく方も、近年では自衛隊大阪地
方協力本部様、天満警察署様、東警察署様、中央
消防署様、北消防署様 には必ず推薦をいただい
ております。
本日ご臨席の方々は、各職場におきまして、職業
に高い倫理観を持ち、誇りと使命感を持って、職
業を高潔なものにし、地域社会に多大に貢献され
ている方々でございます。
このように現役の第一線でご活躍されている
方々を、当クラブが表彰できるということは、私
達にとって大変大きな喜びでございます。
是非、ご同伴者、ならびに当クラブ会員におかれ
ましても、盛大に受賞者を祝い、慰労をお願いし
たく、最後まで授与式にお付き合い下さいますよ
うにお願い申し上げます。
簡単ではございますが、授与式の挨拶とさせてい
ただきます。

「推薦者代表挨拶」
大阪府天満警察署 副署長
警視 坪内 一晶 様

本日職業奉仕賞を受賞されました７名の方々、本
当におめでとうございます。
このロータリークラブに於きまして、職業奉仕は
四大奉仕の1つであり、特にロータリーの原点と
言われております。
約１１０年前の１９０５年にアメリカのシカゴ
で弁護士であるポール ハリス という方が４人
で創立をしたこのロータリークラブは、それぞれ
職業の違った人が集まり、その職業を通じて社会
に尽くすことを理想として生まれました。

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
て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7人の方々、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クラブの皆様が､永
年にわたり社会奉仕活動を続けてこられたご労
苦に対して感謝と敬意を表する次第であります。

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、
国民の平穏な生活を守るため職務に精励してい
る職員を賞賛していただくものであります。
このような賞をいただきますことは受賞され
た職員はもちろんのこと､それぞれの職場で働く
すべての職員の励みにつながります。
本当にありがとうございました。
私たちはこれからも国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。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。
結びになりますが、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」
大阪府天満警察署
巡査部長 新庄 和正 様
大阪府天満警察署の新庄
と申します。
職業奉仕賞受賞者を代表い
たしまして、感謝と御礼を
申し上げます。
私たち警察は、個人の身体・生命・財産の保護、
犯罪の予防検挙などを任務とし、自衛隊は、国の
安全を保つための防衛など、消防は、国民を火災
から保護し災害を防除し軽減するなどを任務と
し、その何れもが国民の安全を守るということに
通じております。
今回、このような形で評価していただき、栄え
ある受賞を賜りましたことはこの上ない喜びで
あり、深く感謝申し上げます。
この夏、大阪では、大阪北部地震や近畿地方を
直撃した台風21号などの災害に見舞われ、全国的
に見ますと西日本豪雨や北海道胆振東部地震が
発生しており、国民の安全を守る我々としまして
は、改めて、任務の重さを認識した次第です。
私たち一同は､今回の栄誉を励みとし、皆様が
安心して暮らせる安全なまちづくりを実現する
ため、より一層、体力・気力を充実させ精進する
とともに、それぞれの分野で微力ながら引き続き
尽力いたす決意であります。
最後になりましたが、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
勝とご多幸を祈念いたしまして挨拶とさせてい
ただきます。本日は誠にありがとうございまし
た。

－－ 秋 の 家 族 会 －－

2018年度秋の家族会は「古典芸能を鑑賞する
会」と銘打って10月20日（土）米朝事務所の動楽
亭にて会員19名、夫人4名、お子様6名と事務局2名
の合計31名の参加にて11：00より開演。最初に桂
米紫さん・桂團治朗さんより落語の所作や仕草
について分かり易く説明頂き続いて團治朗さん
米紫さんの落語、最後に桂米平さんによる落語
と立体紙芝居（？）“シンデレラ”を演じて頂き
皆大いに笑わせて頂きました。モスクワでも落
語会が開催されたとの事。我々日本人も更に日
本の古典芸能を大事にしていかなければと痛感
致しました。その後、広東料理の「オーパスワン」
に移動し、お刺身から始まる中華料理と店名に
因 んだ ワイン の“オ ーパ スワ ン”（店 価格
￥75,000）とまでは到底いけませんでしたが、ワ
イン、シャンパン、紹興酒を頂き大いに盛り上
がった一日でした。御参加頂きました皆様有難
う御座いました。
親睦活動委員会

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
鱧(はも)南蛮漬け 玉葱 人参 パプリカ
魳(かます)柚香焼 菊花大根 栗甘煮
茄子 南京 小芋 人参 春雨餡掛け
茸御飯 香の物
柿梨
鰯(いわし)つみれ汁 大根 人参 椎茸 針葱

