
☆☆ 幹 事 報 告 ☆☆ 

① 2019-20年度地区大会が12月13日（金）・12月14

日（土）に開催されます。12月14日（土）の本

会議にご出席の方は国際会議場5F総合受付場

の中の客席へ上がるエレベーターの付近に集

合頂きます様お願いいたします。なお、地区大

会に参加の方々は先にお配りしております名

札を必ず持参頂きます様お願いいたします。 

② 「新年初例会」出欠のご返事を本日中に事務

局までお願いいたします。 

③ 次週例会終了後「1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。 

④ 本日例会終了後 第1回被選理事会を3Ｆ「奈良

の間3」にて開催いたします。関係各位宜しく

お願いいたします。 

⑤ 次々週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。 

  ☆☆ にこにこ箱 ☆☆ 敬称を略す 

誕生日自祝 髙松 貞彦 

誕生日自祝 中川 政照 

誕生日自祝 石田 道夫 

誕生日自祝。19ヵ年在籍自祝として 西浦 司 

誕生日自祝 柳澤 興平 

誕生日自祝 御木 威 

 ☆☆ １２月度の結婚記念日 ☆☆ 
  望田 謙三  南川 和茂  

                   （以上敬称略） 
＊＊ 先 週 の 例 会 報 告 ＊＊ 

☆☆ 会 長 報 告 ☆☆ 

皆様こんにちは。 

先週、2019年度クリスマス家族会、皆様のご協

力のおかげで無事終了いたしました。誠にあり

がとうございました。昨日、献血事業を日本分析

化学専門学校で行いました。荒木社会奉仕委員

長、木川社会奉仕副委員長お疲れ様でした。今週

13日、14日地区大会が開催されます、会員の皆様

多数の参加よろしくお願いいたします。 

良い話は吉野様のノーベル賞授与式がスエー

デン・ストックホルムにて昨日行なわれました。

平和の象徴であります。一方では悲しい話にな

りますが、中村哲様がアフガニスタンで無念の

死を遂げられました。ロータリー精神を実践し

ているような人でした。この地域は紛争国です

のでロータリーのポリオ根絶も至難の業である

と思います。日本にいて何ができるか、本当に考

えさせられます、平和が訪れるのを祈るしかあ

りません。皆で一緒に考え行動しましょう。 

「一人が一人を連れて来る」よろしくお願い

いたします。   

☆☆ 今日のプログラム ☆☆ 

１）例 会 （2498回） 

２）ソング  たき火 

３）卓 話 「不動産取引について 

              簡単なお話」 

             寺杣 晃一会員 

４）1月度定例理事会 

   次回（１月９日）のお知らせ 

１）例 会 （2499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 

４）卓 話  「会長新年挨拶」  

              中村 修会長 

＜例会場 天満宮会館＞ 
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本日、3年ぶりの卓話、宜しく御願い致します 

 田邉 三郎 

田邉会員、本日の卓話楽しみにしています 

 中村 修 

田邉さん、卓話頑張って下さい 寺杣 晃一 

本日の卓話たのしみにしてます 御木 威 

田邉会員、本日卓話楽しみにしています。生命

保険の真髄を教えて下さい 平尾 彰彦 

親睦活動委員会の皆様、クリスマス家族会お疲

れ様です。 石田 道夫 

先週のクリスマス例会に多数のご協力とご協賛

ありがとうございました   親睦活動委員会 

クリスマス家族会、種々有難うございました 

 川原 和彦 

Ｘ’mas家族会、欠席すいません 川本 浩 

50年ぶりに会社本社建てかえ、今月無事完成し

ました。自祝 中村 健輔 

望田会員、井戸さん宅に自転車配達ありがとう

ございました。 中村 修                        

令和元年12月12日  合計金   107,000円 

          累計金 1,063,000円 

☆☆ 先週（12 月 12 日）の卓話 ☆☆ 

「想いをつなぐ」 

田邉 三郎会員 

まず私が所属している保険業界の団体である

MDRTを紹介させて頂きたいと思います。 

（MDRTの紹介ビデオ） 

次に私が今年一番嬉しかった事仕事の話をさ

せて下さい。 

お客さまが「息子も19歳だから保険の契約を」

ということで私を呼んでくださいました。ただ、

肝心の息子さんは保険についてまるで興味がな

い様子で、「父と同じでいい」とおっしゃるだけ

です。そこで私は彼に次のように伝えました。

「同じでいいということですが、お父さまが保

険に入った時、あなたは3歳で宇宙飛行士になり

たいって言ってました。お父さんは、自分に万が

一のことがあっても、あなたが学び、夢を叶える

ことができるように収入保障保険に入られまし

た。今のあなたは当時のお父さまと違って独身。

だから、この収入保障保険はまだ必要ないと思

います」そうお伝えしたら、息子さんは身を乗り

出して耳を傾けてくれました。そして相談の最

後に、彼は真剣な顔で「結婚して子どもができた

ら、絶対この収入保障保険に入るので、将来、僕

の子どもにも同じ話をしてもらっていいです

か？」と言ってくれました。そのやりとりを近く

で聞いておられたお父さまはとても嬉しそう

で、帰り際に一言「ありがとう」と小さな声で

おっしゃっていただきました。 

保険というのは、「誰かの想いが形となってい

るものだ」と思っています。給付金や保険金を届

けるだけでなくこういった想いを伝えてつない

でいきたいと思っています。 

－－社会奉仕活動 献血事業報告－－ 

令和元年12月11日（水）、重里國麿会員のご協

力により学校法人日本分析化学専門学校にて献

血事業を行いました。この度は同校5階の教室を

お借りして、9：00～16：00迄、生徒さん、先生、

職員の皆様方多数のご参加を頂き採血を行う事

が出来ました。 

大阪府赤十字センター献血推進1部主事村上

様からの結果報告書によりますと、献血受付者

数71名、採血者数58名、400ml採血者数46名、200ml

採血者数12名でした。季節柄、風邪等による体調

不良で、献血受付者数の減少を杞憂しておりま

したが例年通り多くの皆様のご協力を頂き無事

に終了しました。ご報告いたします。 

 

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆ 

中華風コーンと卵白のスープ 

五香粉風味の若鶏腿肉のロースト、 

グリルベジタブルとチキンジュ 

生姜のパナコッタ、温州みかんコンポート 

コーヒー又は、紅茶 

バゲット、胡桃入りソフトロールとバター 

 ☆☆ 出 席 報 告 ☆☆（ ）内は会員総数を基準とした値 

国内ビジター ２名 会員総数 49名 

国内ゲスト  ２名 会員出席 34名(45名) 

外国ビジター ０名 出席規定適用免除 19名 

外国ゲスト  ０名 会員欠席 11名 

12月12日の出席率 75.56％ 

４週間前（11月21日）の 

メークアップを含む出席率 78.26％ 

メークアップ実施会員     2名（欠席者12名) 


