－－観梅の会－－

国際ロータリー第2660地区ガバナー

今年も大阪天満宮・亀の池の梅花の香る時節
になり、２月２７日夕刻より、大手前ＲＣ、中之
島ＲＣ、大阪天満橋ＲＡＣと当クラブから沢山
のメンバーが寒空のした多数集まり、寺井宮司
の令夫人手作りのおでんやＲＡＣの田中君お店
の辛い鍋料理と堪能し、ビール、ワイン、熱燗、
そして井戸先輩からのご協賛の駿河屋のぜんざ
いを飲み干し、笑いと共に和気あいあいとした
時間を過ごしました。
寒い中の観梅では御座いましたが、長年続く
大阪天満橋ロータリークラブ素晴らしい観梅で
した。

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
チキンカレー
ミックスサラダ
フルーツ取り合わせ
コーヒー

OSAKA-TEMMABASHI

水と衛生月間に寄せて
四宮 孝郎

3月22日は何の日かご存知でしょうか。
1992年12月に国連総会で定められた「世界水の
日」であります。水がとても大切であること・きれいで
安全な水が使えることの重要性について、世界中の
人々と一緒に考える為の日です。
日本ではどこでも透明で清潔な飲み水を毎日飲む
ことができます。しかし、これは世界的に見ると、とても
稀有な例であることは皆様ご承知の通りです。
現在世界では約9億人の人々が汚れた水しか飲む
ことができず、さらに約25憶人の人々が衛生的なトイ
レを利用することができず、屋外の掘っただけの穴を
利用する現状も、いたる所で見受けられます。
国際ロータリーでは6重点分野の1つに「水と衛生」
を以前より掲げており、世界中のロータリークラブが
発展途上国の各地で様々な活動をして参りました。当
地区においても多くのクラブが現地のロータリークラ
ブや各種協力団体と手を組み、井戸の掘削、浄水設
備の設置、トイレの設置等多くのプロジェクトを実施し、
多大な成果を上げられました。
しかし、問題はここからです。
人々が安全な水を持続的に利用し、安心して衛生
設備を使い続ける為には、今までとは違ったアプロー
チで活動をする必要があります。
錆びて使用できなくなった井戸のポンプや朽ちた
衛生設備が放置され、効果の持続性が失われている
例は、残念ながら各地で見受けられます。
これからの活動は様々な設備の設置と共に、将来
にわたり地域社会の人々が自力でそれらの活用を継
続していけるようにしなければなりません。それを解決
する為には、現地の地域社会に当事者意識を持って
もらうように、研修・教育の支援が最も大切なことに
なります。プロジェクトが長期的に成功するか否かは、
この点に懸かっています。
設備のメンテナンス方法を習得してもらい、それを
継続できるような資金的支援を地域社会に作っても
らうことや、健康的な習慣を定着させる為の教育指導
も重要です。石鹸を使った手洗いという衛生習慣を現
地社会に定着させるだけで、コレラ・赤痢・肺炎等の
病気を50％近く減らすことができると言われていま
す。
我々ロータリークラブにとって海外の地域社会と
手を組むことにより、実施できる「水と衛生プロジェク
ト」を、これからは是非新しい観点に立って、より効果
の持続が実現できるプロジェクトとして取り組んで参
りましょう。
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水 と 衛 生 月 間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆

次回（４月９日）のお知らせ

１）例

会

（2507回）

１）例

２）卓

話

「新入会員自己紹介」

２）国旗およびロータリー旗に礼

望田 謙三会員

３）卓

会 （2508回）臨時休会により日付訂正

話

「小唄って？」

坂口 雅俊会員

石田 道夫会員

３）第4回被選理事会

☆☆ ３月度のお誕生日 ☆☆
03日
6日
12日
27日

永田
坂本
中村
西原

☆☆

秀次
一民
修
潔

06日 橋本 守之
10日 衣斐 孝雄
19日 二宮 彰久

３月度の在籍表彰

41ヵ年 井戸 幹雄
27ヵ年 鍬田 充生

☆☆

32ヵ年 南川 和茂
18ヵ年 末澤 正大

☆☆ ３月度の結婚記念日 ☆☆
小寺 寿矢
荒木 幾夫
在本 茂

永田 秀次
石田 道夫
川本 浩

郡 悦清
鍬田 充生
清隆
（以上敬称略）

＊＊

3 週 間 前 例 会 報 告
☆☆

会 長 報 告

＊＊

☆☆

皆様こんにちは。
昨日、大阪市立信太山青少年野外活動セン
ター青年の家に於いて、令和元年度、大阪市青少
年活動協会キャンプスタッフ卒業式に、私と石
田副会長、中島幹事、髙橋幹事エレクト、仲西地
区委員、吉村青少年奉仕委員長の6名で、青年功
績賞授与式に参加してまいりました。今年は新
型コロナウイルスの影響で、式も簡略で例年よ
り30分は短縮されていました。全員がマスク装備
で異様な感じがしました。でも、若者たちの熱意

が伝わってきます、今年はキャンプスタッフ音
楽隊の演奏で盛り上がりました。寒い体育館の
中で足は冷えてきましたが心は温かくなり、何
回参加しても、数十年前の感動がよみがえるみ
たいで清々しい気持ちになりました。生徒たち
に有難うと言いたい気持ちになりました。
毎日うんざりする気分でニュースを見ていま
す、感染拡大は人災です。何と対応のまずさ、モ
グラ叩きのようにあちらで患者が出れば、ふた
をして後手・後手に回っていつ終結するのか不
安でなりません、自分は自分で守るしかありま
せん。手洗い・うがい・マスク後は自己管理です
体調には十分気をつけてください。
「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本日 3・4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。
②本日「2019-20年度 ＩＭ第６組ロータリー
デー」並びに「ＩＭ第６組フレッシュロータリ
アン親睦交流会」のご案内をお配りしており
ます。
③「春のRYLAセミナー」のご案内を本日お配り
しております。
④№3・4テーブル情報集会のご案内を本日お配
りしております。

☆☆ 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

48名
33名(45名)
18名
12名

会員欠席

⑤2020-21年度のための地区研修・協議会の出欠
のご返事を事務局までお願いいたします。
⑥「大阪天満橋ローターアクトクラブ創立40周
年記念式典」の出欠のご返事を事務局までお
願いいたします。
⑦「2019-20年度 下半期会費のお願い」をさせて
頂いております。お振り込み宜しくお願いい
たします。
⑧本日「大阪天満宮観梅」が開催されます。ご参
加の方はよろしくお願いいたします。
⑨本日例会終了後 3月度定例理事会を4Ｆ「銀扇
の間」にて開催致します。関係各位宜しくお願
いいたします。

☆☆

３月度理事会決定事項

☆☆

・3月5日、12日の例会を取り消します
・三世代合同社会奉仕事業を中止します
・春の家族会の企画を審議しました
・例会の卓話者を変更しました

☆☆ にこ にこ 箱 ☆☆

敬称を略す

本日の卓話どうぞよろしくお願いします。
在本 茂
在本会員、本日の卓話楽しみにしています。
中村 修
在本さん、本日の卓話宜しくお願い致します。
石田 道夫
在本君、伊丹北幼稚園の同窓生として頑張って
下さい。
南川 和茂
在本会員、卓話楽しみにしています。新事業承
継税制なかなか難しいですね。
中村 健輔
在本さん、卓話たのしみです。
吉村 圭太
令和2年2月27日

合計金

）内は会員総数を基準とした値

2月27日の出席率
73.33％
６週間前（2月6日）の
出席率 79.55％
1名（欠席者10名)
に対し事業承継と雇用確保の両面から、考えら
れたものと思われる。
世界経済は物づくりを中国のアジアによって
行われる構造になっており、日本経済の二重構
造といわれた下請制度についても影響が強く
なってきている。大企業の下請けとして役割り
を果たしてきた中小企業、また工場等について
いた飲食店、物販店が工場が消えるに従いなく
なり、ひいては市、自身がさびれていくという現
状では、支えていくことは難しいと思われる。
一方、非同族会社の株式は相続時に評価通達
に基づく評価を行い相続税をとる。これにより
相続経営者がさらに財政の安定をかくというこ
と、又株式を細かく分け相続すると経営の中心
がいなくなるなど会社の継続性に問題が生じ
る。したがって相続税等の免除を行うことに
よって助けようというものである。
なお、この税制は農地の相続税と同様の趣旨
であり、途中で納税猶予が取り消されると、さか
のぼって納税義務ができ、本税とともに利子税
を支払うことになるので注意が必要です。
（注）個人版事業承継税制も加わりました。

－－ 青年功績賞授与式 －－

タッフの皆さんで編成された音楽隊による卒業
記念公演があり、とても楽しい時間を過ごさせ
て頂きました。

令和2年3月7日(土)、8日（日）にユースリー
ダー、なるかわリーダーのボランティアスタッ
フ卒業式がそれぞれ行われました。新型コロナ
ウイルスによる感染予防の観点から、その規模
は大幅に縮小（大阪市ボランティアスタッフ卒
様式と同様）となりました。当クラブからの参加
人数も限られ入会5年未満の会員を中心に再編
成致しました。
7日(土)ユースリーダーから17名のボランティ
アスタッフが卒業、当クラブからは中村会長、仲
西会員、小寺会員、吉村会員の計4名が卒業式に
参加致しました。
（新型コロナの影響による規模
縮小により、会場は吉野宮滝野外学校ではなく
ドーンセンター大阪となりました）

21,000円

累計金 1,577,000円

☆☆ 3 週間前（2 月 27 日）の卓話 ☆☆
「新事業承継税制について」
在本 茂会員
今般、新事業承継税制が改正された。従前に作
成された事業承継税制では、効果が余りなかっ
たため、更に条件をゆるくして間口を広げたも
のである。
この税制は、中小企業庁の中小企業の経営承
継円滑化法にもとづいて、進められたもので日
本経済における中小企業、商店等のちょうらく

令和2年2月26日
（水）
大阪市信太山 青少年野外
活動センター青少年の家で、ボランティアス
タッフ卒業式が行われました。
本年度はボランティアスタッフ27名が卒業と
なりました。当クラブからは中村会長、石田副会
長、中島幹事、髙橋会員、仲西会員、吉村会員の
計6名が参加致しました。
中村会長より卒業生に向けた激励の言葉、そ
して「青年功績賞」の授与とその功績を称える記
念品を贈呈致しました。また卒業及び在籍ス

8日(日)なるかわリーダーから10名のボラン
テ ィ ア ス タ ッ フ が 卒 業、当 ク ラ ブ か ら は
中村会長、中島幹事、仲西会員、二宮会員、吉村
会員の計5名が卒業式に参加致しました。 それ
ぞれの卒業式において、中村会長より卒業生に
向けた激励の言葉、そして「青年功績賞」の授与
とその功績を称える記念品を贈呈致しました。
例年ならば在籍スタッフと卒業生を見送るので
すが、規模縮小により在籍スタッフの卒業式へ
の参加は叶いませんでした。

在籍スタッフによる卒業生に対しての感謝や
励ましの言葉（代読）や卒業生の感謝の言葉に感
銘を受けました。新型コロナウイルスの影響は
ありましたが、無事に滞りなくボランティアス
タッフ卒業式を終えることができました。
最後になりましたがご協力頂きました井戸会
員・中村（健）会員をはじめ、卒業式にご参列頂
きました会員の皆様に感謝申し上げます。

－－No.1・2テーブル情報集会－－
世間がコロナウイルスの猛威で自粛している
中、３月５日１８時より大阪聘珍樓にてNO１・NO
２テーブル合同のテーブル情報集会が会員１０
名（バランスよくベテラン・中堅・新人会員の構
成となっておりました）と事務局２名の計１２
名で開催されました。
矢張りコロナの影響で店はガラガラ我々のみ
の貸切状態でした。中村会長のご挨拶に続き、橋
本パスト会長の乾杯の発声で開宴。話題はコロ
ナウイルスの話ばかり、中盤から各人の近況報
告。新しい坂口会員・望田会員も大いに喋ってく
れTMの趣旨でもあります親密度が更に増したよ
うに感じました。料理も比較的美味しく満足出
来るものでした。
最後に中島エレクトの締めの挨拶で解散、多
分皆さんこの時期故に真っ直ぐ帰宅されたこと
と存じます。私は真っ直ぐ帰宅致しました！

