OSAKA-TEMMABASHI

新年のご挨拶と職業奉仕月間によせて
国際ロータリー第2660地区ガバナー

四宮 孝郎

ロータリアンの皆様、新年明けましておめでとうございます。
昨年は7月のガバナー就任以来、地区内80クラブを公式訪問させて頂きました。その際、各クラブ
の理事、役員を始め会員皆様から、ロータリーに対する熱き思いを感じ取る事ができ、第2660地区
の素晴らしさを再確認する事ができました。
また、12月13～14日の2日間に開催されました地区大会では、多くの方に参加して頂き、おかげ様
で盛会裏に終える事ができました。今回はRI会長代理を招聘しない初めての大会である為、プログラ
ムを従来と大きく変更させて頂きました。改めまして皆様のご理解とご協力に感謝申し上げる次第で
す。
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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

ＪＡＮＵＡＲＹ

あけまして

さて今月は「職業奉仕月間」です。ロータリーには様々な職業や経験を持つ会員がおり、地域社会
でのつながりを活かした多様な活動が実践されています。
職業奉仕は「ロータリーの目的」の第2項を土台としており、この項で、ロータリアンは次の事を奨
励し、育む事が求められています。

また、ロータリーでは高潔性と高い倫理観が重視されていますが、それを具体的に表しているの
が、「四つのテスト」です。
四つのテスト
言行はこれに照らしてから
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
では具体的に、どのように実践できるのでしょうか。手引きではいくつかの方法が紹介されていま
す。
●例会で、各会員が自分の職業について話し、互いの職業について学び合う。
●地域社会での奉仕プロジェクトで職業スキルを生かす。
●高潔さを重んじて仕事に取り組み、言動を通じて模範を示すことで倫理的な行動を周囲に促
す。
●若者のキャリア目標を支援する。
●専門能力の開発を奨励し、指導する。
また、職業研修チーム（VTT）は、実地参加を通じて職業奉仕を行う機会です。職業の専門知識や
スキルを有するメンバーで構成されるチームは、訪問先で知識を深めたり、研修を実施したりします。
また、現地の人々や地域社会の知識やスキルを高める事で、地域社会の人々が自力で問題を解決で
きるようになり、持続的な変化がもたらされます。
このように職業奉仕は決して理解しにくいものではなく、ロータリアンにとっては最も身近な奉仕活
動と言えます。当地区の地区委員会ではわかりやすく手引きが作成されています。是非ご参照下さ
い。

(2019-20年度 RI2660地区 ガバナー月信1月号 より)
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おめでとうございます
職 業 奉 仕 月 間

☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例

●職業上の高い倫理基準
●役立つ仕事はすべて価値あるものという認識
●社会に奉仕する機会としてロータリアン各自の職業を高潔なものとすること

2019-2020年度RIテーマ

会

１）例

（2499回）

２）国旗およびロータリー旗に礼
君が代・奉仕の理想

４）卓

「会長新年挨拶」
中村

＜例会場

会

２）ソング

３）ソング
話

次週（１月１６日）のお知らせ
（2500回）
ロータリー讃歌

３）クラブ協議会

修会長

天満宮会館＞

新年の御挨拶
会長 中村 修
令和２年、新年あけましておめでとうござい
ます。本年は天満宮にて新年のご祈祷を行い、当
クラブの安全と益々の発展を祈願していただき
ました。その後天満宮会館にて初例会を心新た
に行いました。
年末の25日クリスマスの日に聖家族の家・児
童院に会長（中村修）と石田副会長の２人で訪問
して参りました。子供たちがこの日のために一
生懸命に頑張った成果を発表しました。歌、小
話、漫才と現代っ子だなと感心しました。子供た
ちの真剣な表情そして無垢な笑顔を見て感動し
来年も再来年も続けていきたいと思いました。
後半期のたくさんの行事がございます。台北
陽明ＲＣへの訪問、青年功績賞授与式（大阪市、
大阪府）、春の家族会、三世代合同社会奉仕事業
（児童院の子供たちとのびわ湖クルーズ）、天満
橋RACの４０周年記念事業、児童院でのバーベ
キュー大会、国際大会（ハワイ）と目白押しです。
夏には4年に一度のスポーツ祭典オリンピック
が控えています、大阪市内もホテルの建設ラッ
シュです。大阪万博まで続くのでしょう、その先

が心配です少子高齢化社会の加速です。
２０１９年は出生数が約８６万人で団塊の世
代が約２７０万人で三分の一です。益々少子高
齢化が進みます日本政府が本気で考えないと日
本は滅びます。何世代か先には中国の属州に
なっているかもしれません。私たちロータリア
ンが真剣に考えましょう。その為にはロータリ
アンを増やしましょう。
「一人が一人を連れて来
る」よろしくお願いいたします。

☆☆

１月度のお誕生日

2日 森本 成峻
18日 木川 武利
23日 鍬田 充生

☆☆

7日 吉村 圭太
19日 大矢 平治

１月度の在籍表彰

29ヵ年 郡 悦清
8ヵ年 勝見 茂
3ヵ年 御木 威

☆☆

☆☆

12ヵ年 荒木 幾夫
6ヵ年 田邉 三郎
2ヵ年 阪本 宗久

☆☆６ヵ月ホームクラブ皆出席者☆☆
郡 悦清
中村 修
寺杣 晃一

小寺 寿矢
髙橋 俊起
梅本 知秀

中川 政照
髙松 貞彦
山本 喬一
（以上敬称略）

☆☆ 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
49名
会員出席
35名(44名)
出席規定適用免除 19名
会員欠席
9名

3 週 間 前 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

皆様こんにちは。
12月13日（金）～14（土）2019－2020年度国際
ロータリー第2660地区、地区大会に多数の参加あ
りがとうございました。
会長・幹事部門分科会で特別講演「クラブの活
性化のために」がありました。第2地域ロータ
リーコーディネーター第2750地区パストガバ
ナー水野 功（東京飛火野RC）様のお話の中で参
考にしたい要点をお話ししたいと思います。戦
略計画の中、女性会員、40歳以下会員が入会しや
すい環境作り、地区として3年後に女性会員比率
を世界水準（19％）に、40歳以下会員比率を5％以
上に引き上げることを目指すとされています。
我がクラブの参考にしたいと思いました。
腹の立つことが新聞に掲載されていました。
タクシー料金の値上げです、この業界は官庁と
二人三脚ですのでタクシー会社の倒産は聞いた
ことはございません。
今日が今年最後の例会です、会長として何が
できたかなと思いました。会員増強も中途半端
で5人と言っていましたが、まだ一人です。文珍
師匠が入会予定です、後半期で3人頑張ばりま
す。
「一人が一人を連れて来る」よろしくお願い
いたします。

☆☆

1 月度理事会決定事項

☆☆

奉仕の理想

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

なりわい

累計金 1,117,000円

松 花 堂 弁 当

みくに

54,000円

１２月２５日（水）PM２時～４時 於.児童院
食堂にて開催されました。来賓として西区の区
長や明治小学校の校長・先生外が来ておられ、た
どたどしい男の子としっかり者の小さな女の子
の司会で始まりました。

奉仕の理想に集いし友よ

合計金

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆

くおん

令和元年12月19日

☆☆ 2019 年度児童院クリスマス会☆☆

日 時：１月１５日（水）19:30～21:00
内 容： 新年例会
場 所：大阪キャッスルホテル3階 錦城閣
登録料： RC 5,000円
登録先：幹事 濱里 友希
tenmabashi@2660rac.org
登録締切：１月１３日（月）

御国に捧げん我等の生業

結婚記念日自祝
南川 和茂
結婚記念日、忘れずに済みありがとうございま
した
望田 謙三
寺杣さん、本年最終の卓話楽しみです
川原 和彦
本日は卓話です。宜しくお願い致します
寺杣 晃一
寺杣会員、本日の卓話楽しみにしています。
中村 修
寺杣会員、卓話宜しく！
石田 道夫
寺杣先輩、卓話ガンバッテ下さい！ 田邉 三郎
寺ちゃん、卓話楽しみにしています。わかりや
すく教えて下さい
平尾 彰彦
寺杣会員、本日の卓話楽しみにしてます
坂東 信幸
寺杣さん、卓話楽しみです
吉村 圭太
寺杣さん、卓話がんばって下さい 西原 潔
今年１年ありがとうございました 中村 修
例会・地区大会、欠席おわびします
川原 和彦
南川先生、昨夜は申し訳ありません
川原 和彦
望田会員、自転車の配達と家内への助言ありが
とうございました
井戸 幹雄

♪大阪天満橋ローターアクトクラブ♪
１月第１例会のお知らせ

望むは世界の久遠の平和

①本日クリスマス家族会の模様を収めたDVDを
お配りしております。
②本日 1・2月卓話予定表をお届けしていますの
で、担当になられた方は3週間前までにテーマ
及び卓話者を事務局までお願いいたします。
③1月16日（木）に開催されますクラブ協議会の
ご案内を本日お配りしております。出欠のご
返事を事務局までお願いいたします。

敬称を略す

めぐる歯車いや輝きて

☆☆

☆☆ にこにこ箱 ☆☆

寺杣 晃一会員
不動産そのものがとしてキャピタルゲインを
生み出していた時代から、不動産の運用につい
て固有、市況、財務などのリスクが顕在化し、周
辺市場や環境などの動向に対応した有効利用の
成果が企業価値に反映されています。
地方産業においては少子高齢化、空洞化など
による衰退、雇用の問題など、国内市場に対応し
た事業再編を伴う企業不動産との関わりが課題
となっております。
事業者の多くが、事業の資金調達の困難や相
続等事業承継などに直面し、資金繰りに影響が
出るなどにより余剰不動産の売却や利用コスト
について見直しを迫られた場合での対応が多く
なっています。
本日は「簡単な不動産取引のお話」により不動
産に関心をもって頂き、企業不動産のコアの事
業との整合性について定期的な検証と見直しに
より、さらなる企業価値の向上を図って頂けれ
ばと思います。

２３名の生徒達による出し物 合唱・マジッ
ク（低学年）ハンドベル（女の子４人）合奏・パ
ントマイム（高学年）等があり、最後は演劇クラ
ブによる小話で、寿限無寿限無の話を見事にや
り終えました。子供たちの目を輝かせての活動
を見て皆感動を覚えずには要られなかったと思
います。

とわ

幹 事 報 告

④地区大会にご出席頂きました会員はメーク
アップカードを必ず事務局にご提出お願いい
たします。
⑤1月9日(木)の「新年初例会」は天満宮会館での
開催となります。例会前に大阪天満宮にてご
祈祷をして頂きます。参加のご返事を頂いて
おります会員各位におかれましては11：00に
天満宮会館にご集合お願い致します。
⑥本日例会終了後「1月度定例理事会」を4F「銀
河の間」にて開催いたします。関係各位宜しく
お願いいたします。
⑦次週12月26日（木）は定款により休会にさせて
頂きます。なお、事務局もお休みさせて頂きま
す。事務局の年末年始休暇は12月28日～1月5日
です。

☆☆ 3 週間前（12 月 19 日）の卓話 ☆☆
「不動産取引について簡単なお話」

永久に栄えよ

☆☆

12月19日の出席率
79.55％
６週間前（11月28日）の
メークアップを含む出席率 71.11％
メークアップ実施会員
2名（欠席者15名)

我等のロータリー
ロータリー

・メーキャップのルールについて規約変更を決定
しました。
・中間財務報告を行いました。
・新入会員2名の入会を審議しました。
・クリスマス家族の決算を審議しました。

）内は会員総数を基準とした値

