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2019-2020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 ☆☆

次週（１０月１０日）のお知らせ

１）例 会 （2489回）
１）例 会 （2488回）
２）国旗およびロータリー旗に礼
２）ソング
君が代・奉仕の理想
３）ソング
君が代・奉仕の理想
４）卓 話
米山月間記念卓話
３）職 業 奉 仕 賞 授 与 式
「インドネシアをもっと知りましょう」
職業奉仕委員会
米山奨学生
サリム ロニー クリスティアディ 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
（以上敬称略）

＊＊

先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

皆様こんにちは、地区より髙田 肇直前会長
に、２０１８-１９年度「ロータリー賞」受賞の
感謝状が届いております。後ほど贈呈いたしま
す。「令和元年、長崎、佐賀豪雨災害」義損金協
力のお礼状が届いております。
21日（土）米山奨学委員長、カウンセラー研修
会に中島幹事が出席して参りました、お疲れ様
でした。
25日（水）第一回中村会長杯のゴルフコンペが
よみうりカントリークラブにて開催しました。
抜けるような青空の元15名のメンバーが腕を競
い合い、優勝者は平尾様で準優勝は寺杣様、取切
杯は井戸様でした。次回は11月12日宝塚ゴルフ俱
楽部で行いますので参加よろしくお願いいたし
ます。
スポーツの秋にふさわしく、ラグビーWカップ
が開催され日本はロシアに快勝11月の最終まで
楽しみです。女子ゴルフは笑顔の素敵な渋野日

向子が逆転優勝しました。テニスでは大阪の地
で大坂なおみ選手が優勝しましたが日本語でイ
ンタビューに答えられるようにと思いました。
皆様も体を動かしましょう。
「一人が一人を連れて来る」よろしくお願い
いたします。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①ロータリー米山記念奨学会より「2019-20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「三世代クラブ合同例会」の出欠のご返事を
事務局までお願いいたします。
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

☆☆

・出席規定免除（髙田会員）申請を承認
・職業奉仕賞授与式を６名の推薦をいただいて
執り行います
・職業奉仕賞授与式と三世代合同例会の際に、
記念ネクタイを着用
・アフターインフォメーションを11月7日に実施
します
・指名委員会を10月31日に実施します。

☆☆ 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
１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 ☆☆

48名
31名(42名)
18名
11名

敬称を略す

本日の卓話宜しくお願いします
阪本 宗久
阪本さん本日の卓話楽しみにしています。
中村 修
阪本さん卓話、頑張って！
寺杣 晃一
阪本さん、卓話楽しみにしています。
平尾 彰彦
阪本さん、卓話ガンバッテ下さい 吉村 圭太
昨日、第1回中村会長杯に多数参加ありがとう
ございました。
中村 修
昨日、第1回中村会長杯ハンデキャップに恵ま
れて優勝する事ができました。ありがとうござ
います。
平尾 彰彦
ゴルフ中村会長杯準優勝。幻のチケットも自
祝。まさかに言葉にならない。
寺杣 晃一
髙田会長杯、取り切戦小寺さん木川さんと争い
僅差で頂くことになりました。年寄に花を持た
せて頂きました。
井戸 幹雄
井戸会員取り切りおめでとうございます。井戸
幹雄キャプテンはじめゴルフの件ありがとうご
ざいました。
髙田 肇
令和元年9月26日

合計金

39,000円

累計金

631,000円

）内は会員総数を基準とした値

9月26日の出席率
73.81％
４週間前（9月5日）の
メークアップを含む出席率 75.61％
メークアップ実施会員
1名（欠席者11名)
書」を作ります。「事業調査報告書」の中身は、
会社の概要からその会社が置かれているマクロ
外部環境、ミクロ外部環境、内部環境調査、経営
改善の方向性といった内容になっています。
「経
営改善計画書」の中身は、概要、実態BS、借入状
況、年間計画、月次計画、タックスプラン、返済
計画、借入一覧となっています。
無理をして借入の返済をするのではなく、一
旦リセットして無理のない返済を行い、会社の
存続を大前提に経営改善していくことが大事で
あると考えています。

♪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
関西大学RAC・大阪淀川RAC・大阪天満橋RAC・
大阪帝塚山RAC ４クラブ合同例会
日 時：１０月２７日（日）8:00～19:00（予定）
内 容：天満音楽祭運営のお手伝い
場 所：大阪アメニティパーク1Ｆロビー
大阪市北区天満橋１-８-３０
登録料： 無料
登録先：幹事 濱里 友希
tenmabashi@2660rac.org
登録締切：１０月２２日（火）

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

とわ

めぐる歯車いや輝きて

菊花 法蓮草 松茸 柿のお浸し
赤魚卸煮 クコの実 ブロッコリー 柚子
秋刀魚柚庵焼き 舞茸 丸十蜜煮 アスパラガス酢漬け
栗御飯 香の物 田舎味噌仕立て
洋梨コンポート ぶどうのゼリー掛け ミント葉
コーヒー又は、紅茶

永久に栄えよ

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆

「認定支援機関としての
取り組みについて」
阪本 宗久会員
当事務所では、現在、国の制度である認定支援
機関による経営改善計画策定支援事業を積極手
に行っています。具体的には大阪府だと大阪府
経営改善支援センターを窓口に経営改善計画を
策定し、金融機関からの支援を取り付ける作業
を行っています。
金融機関からの支援とは、一旦リスケしてそ
の後、経営改善を行い無理のない返済をしてい
くか、リスケをせずに新たな融資を受けるかの
どちらかになります。
多くの場合は、一旦リスケをすることになり
ます。それは、根本的な経営課題を改善せずに新
たな融資を受けてもその資金を使い果たすだけ
で問題の解決につながらないからです。
現在取り組んでいる事例では、まず初めに「事
業調査報告書」を作成、その後、「経営改善計画

我等のロータリー
ロータリー

☆☆ 先週（9 月 26 日）の卓話 ☆☆

