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金田五郎さんを偲んで
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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

ＤＥＣＥＭＢＥＲ
11月28日（水）の朝、金田さんの奥様から、昨晩、金田さんが亡くなられたとの知らせがありました。
まことに残念な思いですが、その5日前、11月23日（金）の夕刻に、金田さんから突然携帯に電話があり
まして、少しの時間でしたが金田さんと声を交わすことができたのが金田さんとの最後の思い出となり
ました。自宅で最後の療養をされていたようで、お嬢様の話では、電話をいただいた当日も午前中は意
識が無かったのに、午後になって急に戻り、私に電話されたとのことでした。
金田さんは、2年位前、肺癌に侵されていることが分かり、それをお聞きした私どもは大変心配したの
ですが、当時臨床試験中の新薬オプジーボによる治療を受けられて、病状が劇的に改善されたとお聞き
し、ご本人もそうですが、皆喜んでおりました。例会にも、ご本人がお世話された米山奨学生ＯＢとの
食事会にも、あの笑顔で出席されていたのですが、最近になって、ご本人から、体調が悪く、今後は例
会への出席は控えたいとの話があり、以後、私も忙しく過ごしていたこともあって、金田さんとお会い
することもお話しする機会もないまま時が過ぎてしまったのです。今から思えば本当に悔やまれてなり
ません。
金田さんは、ロータリーは私より10年先輩で、私が入会した当初から、ローターアクト委員会等で親
しく接していただきました。そして、青少年交換留学生や多くの米山奨学生のお世話をしてこられ、留
学生や奨学生から父のように慕われていました。その様子を身近に見て、金田さんにお願い（引退勧
告？）し、カウンセラーを引き継がせていただいて、今日まで、現役の田さんを含め6名の奨学生のお世
話をしてまいりました。奉仕活動はロータリーアンの義務でありますが、それはまた楽しいものだとい
うことを、金田さんから身をもって教えていただきました。金田さんに心から感謝し、これからは空の
上から、「いや、いや～」とほほ笑んで私どもを見守ってくださるようお願いいたします。
（追伸）電話でお約束したことは必ず守ります。安心してください。（合掌）
福原 哲晃
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疾病予防と治療月間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆
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皆様こんにちは。
残念なご報告があります。急な事ですが、金田五
郎会員が１１月２７日にお亡くなりになりまし
た。長年にわたり米山奨学生に携わってこられ、
また大病を克服されたとお聞きしていましたの
で残念でなりません。心より哀悼を申し上げま
す。尚、葬儀はご家族のみで執り行うとの事でご
ざいます。
大阪万博が２０２５年に開催されることが決ま
りました。
楽しみでですし、
明るい話題ですので、
関西が一丸となって成功に向けて努力したいと
思います。
１１月２１日（水）第２回髙田杯ゴルフコンペが
ＡＢＣゴルフ倶楽部でありました。木川さんが完
全優勝されました。優勝、ベスグロ、ニアピンを
３回、馬総取りだそうです。ホームコースという
追い風もあったのでしょうか。おめでとうござい
ます。
同じく１１月２１日にＩＭ第６組会長・幹事会
（六輪会）が太閤園にて開催されました。地区広
報・情報・公共イメージ向上委員会の樋口委員長
がマイ・ロータリー登録後のクラブ・セントラル
の運用について話をしていただき、大阪大手前

ロータリークラブから５月１１日のロータリー
デーの報告があり、各クラブ会長からはクラブの
完了した奉仕活動に関して問題があったか、その
場合どのように対処したかという議題で報告が
ありました。
公益財団法人ロータリー日本財団より荒木幾夫
会員・橋本守之会員・川原和彦会員・川本浩会員・
北村修久会員・鍬田充生会員・永田秀次会員・西
井幾雄会員・末澤正大会員・髙松貞彦会員・髙田
肇会員・梅本知秀会員にマルチプル・ポール・ハ
リス・フェロー・ピンが、森本成俊会員・髙橋俊
起会員にポール・ハリス・フェロー・ピンと認証
状が届いておりますので後ほどお渡し致します。
公益財団法人ロータリー米山記念奨学会より御
木威会員・阪本宗久会員に第１回米山功労者の感
謝状、坂本一民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ほどお渡し致しま
す。
本日例会終了後、年次総会（次年度理事・役員選
挙）が開催されますので宜しくお願い致します。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①「My ROTARY」未登録の会員の方へ登録方法を
本日お配りしております。登録にご協力くだ
さいますようお願いいたします。
②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。

☆☆ 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
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

51名
35名(45名)
19名
10名

③次週12月6日（木）は「例会」16：30～16：45「ク
リスマス家族会」17：00～20：00を開催させて
頂きます。
④№2.5テーブル情報集会が本日18：00から「ひ
とくち」にて開催されます。関係各位よろしく
お願いいたします。
⑤本日例会終了後、年次総会を開催させて頂き
ますのでご出席よろしくお願いいたします。
⑥年次総会終了後「12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。
⑦次々週例会終了後「第1回被選理事会」を開催
致します。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。

☆☆

12 月度理事会決定事項

☆☆

１.高良会員の退会の承認
２.社会奉仕事業の12月の献血の際の記念品の予
算承認
３.新年初例会に関して、以下決定、承認
①会員集合11：15に6階神殿集合
11：30～ご祈祷
②例会場例会前ご祈祷、立食形式等例年通りで
行う
③天満宮へ10万円の支払い（神主は1/10の繁忙
日の為1人で来る）
④御串は会長、会長エレクト、幹事の3本とミニ
樽酒は3つで準備頂く
４.親睦活動委員会の委員長代理として田邉、委
員長補佐として髙田会長が付く
５.クリスマス家族会予算の承認
６.事務局年末年始休暇 12月28～1月6日で承認

☆☆ に こ にこ箱 ☆☆

敬称を略す

金田会員を偲んで
髙田 肇
故金田五郎会員のご冥福をお祈りいたします。
坂本 一民
金田さんのご逝去をいたみ哀心よりおくやみ申
し上げます。
井戸 幹雄
先日お会いしていたのに・・・金田会員のご逝
去の報に接し残念です。安らかにお休み下さい
衣斐 孝雄
金田会員のご逝去に際しお悔やみ申し上げま
す。金田会員は同期入会で誠に残念です。ご冥
福を祈ります。
橋本 守之
金田さんの急逝の訃報に心痛みます 髙松 貞彦

）内は会員総数を基準とした値

11月29日の出席率
77.78％
5週間前（11月1日）の
メークアップを含む出席率 89.58％
メークアップ実施会員
2名（欠席者7名)
金田五郎会員のありし日のお姿を偲び
安田 義治
金田五郎会員のありし日のお姿を偲び！！
中川 政照
金田さん色々お世話になりました。 南川 和茂
金田会員のご逝去の報に接し残念でなりませ
ん。安らかにお休み下さい
大矢 平治
金田会員のご逝去を悼み。
結婚記念日に美しいお花をお贈りいただき、感
謝！
福原 哲晃
金田会員の御冥福をお祈り致します 在本 茂
金田先生、悲しいです。
鍬田 充生
お世話になった金田会員のご逝去、大変残念で
す。御冥福をお祈りします。
山本 喬一
金田さんのご逝去をつつしんでお祈りします。
さみしくなります。
中村 修
金田先生突然の訃報悲しいです。 永田 秀次
金田会員のご冥福をお祈り致します 箕村 保
金田会員のご逝去に接し大変残念です。
寺杣 晃一
金田会員のご冥福をお祈り致します 平尾 彰彦
金田会員のご逝去とても驚きました。やすらか
にお休み下さい。
田邉 三郎
金田会員の御冥福をお祈りします 森本 成俊
金田会員のご逝去をいたみ、安らかにお休み下
さい。
吉村 圭太
結婚記念日自祝 会長、きれいな花をありがと
うございます。
箕村 保
本日卓話よろしくお願い致します。又、先日の
ゴルフコンペ、メンバーとハンデにめぐまれ準
優勝させていただきました。ありがとうござい
ます。
坂東 信幸
坂東会員の卓話を楽しみにしています。
中川 政照
坂東さん、本日の卓話楽しみにしています。
ガンバレ
中村 修
坂東会員本日の卓話を楽しみにしております。
永田 秀次
坂東さん 卓話ガンバッテ下さい。 吉村 圭太
坂東さん 卓話楽しみにしてます。 寺杣 晃一
バンちゃん 卓話バーンと頑張って！ 田邉 三郎
髙田会長、石田副委員長クリスマス家族会欠席
のお詫び
川本 浩

お陰様で、髙田杯ゴルフコンペ優勝しました。
ありがとうございました。
木川 武利
第7回マルチプル米山功労者表彰をうけました
自祝して
坂本 一民
平成30年11月29日

合計金

－－No.２・５テーブル情報集会－－

174,000円

累計金 1,268,000円

☆☆ 先週（11 月 29 日）の卓話 ☆☆
「設備工事業について」
坂東 信幸 会員
設備工事について、と題して卓話させていた
だきます。なぜこの題を選んだかというと、自分
の仕事ではありますが 設備工事とはどんな仕事
なのかを知っている人は少ない と思い少しでも
知ってもらうために選びました。設備工事は建
設業の１業種です。大きく3つに分かれます。
１．空調設備
２．給排水設備
３．電気設備
です。
空調設備は3つの設備に分類されます。冷暖房
設備、換気設備、自動制御設備です。冷暖房設備
は部屋の温度を快適に保つエアコン、換気設備
はにおい等を排気するためにある換気扇等自動
制御設備は集中管理するための設備です。給排
水設備とはトイレ、厨房、洗面に水・湯・排水
を接続する工事です。又、スプリンクラーや消火
栓等の消火設備もここに含まれます。
上記3つの設備に関して新築工事、改修工事、
維持管理メンテナンス を行うのが設備工事業で
す。新築工事では建築工事の最初の 地 中 梁 を
貫通させるスリーブ工事にはじまり、最後の衛
生器具の取付まで関わります。
新築工事はゼネコンの下請けがほとんどです
が改修工事はオーナー様や建築主様からの受注
が多いです。 建物ができてからメンテナンスに
関わると直接 受注や修繕する機会が増えますの
で増築や、レイアウト変更、トイレの改修やエア
コンの更新等の工事の時は声をかけていただけ
ます。維持管理やメンテナンスもこれから非常
に大事な業務となります。
本日はありがとうございました。
ロータリー財団
米山奨学会

コインサービスの報告
８/30
11/29

残
高
受
入
現 在 高

100円
330円
430円

11月29日木曜日午後6時より、西天満「ひとく
ち」にて、No2、5のテーブル情報集会が開催され
ました。髙田会長はじめ田邉幹事、事務局あわせ
て総勢12名の出席となりました。
髙田会長の挨拶、衣斐会員の乾杯にて始まり、
井戸会員の綿密な事前予約による活魚やおでん
料理のコース料理を堪能致しました。料理は、前
菜、刺身盛筆頭に、名物どて焼きや肉厚なサバの
燻製、各種おでんの大皿等、最後はお茶漬けま
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。
個室の会場も雰囲気がよく、参加者の皆さん
には恒例の近況報告で趣味の話等大いに盛り上
がり、いい距離感で親密な情報交換ができたと、
優しいお言葉も頂戴しました。
最後は、今期後半の抱負と、来期に対する展望
も話され、非常に有意義な会となりました。

♪大阪天満橋ローターアクトクラブ♪
１２月第２例会のお知らせ
日 時：12月22日（土) 10時～11時30分
内 容：クリーンハイク
※京橋～天満橋間を移動しながら
クリーンハイクをおこないます
場 所：京橋駅
登録料： 無料
登録締切：12月14日(金)

１月第１例会のお知らせ
日 時：1月16日（水) 19時30分～21時00分
内 容：新年例会
※当日は豪華な料理とアルコール
もございます。
場 所：大阪キャッスルホテル3階 錦城閣
登録料： RC 8,000円
登録締切：1月9日(水)
登録先：幹事 松久 曜子
tenmabashi@2660rac.org

☆☆ 本日のディナーメニュー ☆☆
クリスマス家族会スペシャルディナー

