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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
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基本的教育と識字率向上月間・ロータリーの友月間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例

会

３）卓

話

１）例 会
２）ソング
３）卓 話

（2486回）

２）ソング

ロータリー讃歌
「旅の道すがら」
大矢

平治会員

☆☆ ９月度の結婚記念日 ☆☆
仲西 良浩
梅本 知秀

二宮 彰久

中村 修
（以上敬称略）

＊＊

次週（９月２６日）のお知らせ

先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

皆様こんにちは、朝晩少し過ごしやすくなり
ましたが、昼間の暑さはまだまだ続きます体調
には十分気を着けてください。
来月の消費増税について考えさせられる出来
事がありました。タクシーについてですが、先日
個人タクシーに乗ると前によく乗っていた運転
手さんでした、色々と世間話をして家に着きま
した、金額が３８５０円で、お金を払う時に４０
００円を出すと３０００円でいいですよと言わ
れました、私は1級障害者なので一割引きですが
二割も引くのはおかしいですよと言ったのにい
いですと言われてそのまま払いました。凄く得
をしましたが何か不思議な感じがしたので、次
の日に違うタクシーに乗って話していると、昨
日のタクシーは個人タクシーで免税事業者、消
費税を払っていないので負けてくれたらしいで
す。個人タクシーは総台数が決まっていて誰か
一人が定年で廃業すると次の人が個人タクシー
で営業出来ますが、お金がかかります、廃業した
人の車を買うのです。個人タクシーの定年は７

（2487回）
赤とんぼ
「認定支援機関としての
取り組みについて」
阪本 宗久会員
４）10月度定例理事会
５歳に定められています。日本はタクシー業界
を国土交通省（旧運輸省）が規制して、業界を
守っているから、タクシー会社はつぶれない。最
低運賃を決められている、新規参入もむつかし
い、お役所の力絶大です。最後に一人が一人を連
れて来るよろしくお願いいたします。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①「三世代クラブ合同社会奉仕事業」並びに「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。
②地区大会出欠のご返事を事務局までお願いい
たします。
③新入会員インフォメーションのご案内を本日
お配りしております。関係各位宜しくお願い
致します。

☆☆ にこにこ箱 ☆☆

敬称を略す

御木さん本日の卓話楽しみにしています。
中村 修
御木さん会社で何かとお世話になり感謝です。
本日の卓話ガンバッテ下さい。
川原 和彦
御木会員卓話期待しています。
中川 政照
御木さん卓話ガンバレ！
田邉 三郎
御木さん卓話がんばって下さい。 髙橋 俊起
御木さん卓話頑張って下さい。
寺杣 晃一
御木さん卓話ガンバッテ下さい。 吉村 圭太
在籍表彰２７ヶ年自祝。
中村 健輔

☆☆ 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

48名
31名(42名)
18名
11名

２１ヶ年表彰自祝
１８ヵ年在籍自祝
連続欠席のお詫びです。

川原 和彦
梅本 知秀
田邉 三郎

令和元年9月12日

合計金

38,000円

累計金

537,000円

）内は会員総数を基準とした値

9月12日の出席率
73.81％
４週間前（8月22日）の
メークアップを含む出席率 77.50％
メークアップ実施会員
2名（欠席者11名)
いと行けないといったデメリットがある反面、
急がなければ安く買えるまでコツコツと何度で
も同じ商品に入札してもしかしたら安く買える
かも！！という淡い希望が抱けるメリットがあ
り、一長一短です。今後も市場規模は拡大してい
くものと思われます。

☆☆ 先週（9 月 12 日）の卓話 ☆☆
「個人間売買の昨今」
御木 威会員
現在、個人間売買の主流は、ヤフオク（ヤフー
オークション）とメルカリです。ヤフオクは１９
９９年にサービス開始し、総額年間８０００億
円前後の流通量となっています、対して、メルカ
リは２０１３年にサービスを開始し、昨年の総
流通量は５３０７億円、順にさかのぼっていく
と３７０４億円、２５０２億円、１４４４億円と
３年前の約４倍弱の取引量と今も急拡大を続
け、ヤフオクを猛追しています。
メルカリはスマホアプリで簡単に出品ができ
る上になんでも出品できることで急成長しまし
た。ヤフオクは業者向け、メルカリは個人向けと
いう位置づけです。不用品をお金を払って回収
してもらうより、スマホ１台あれば欲しいとい
う人にお金を貰って手軽に売れるというのがウ
ケたというのが理由のようです。オークション
と違い購入価格が決まっているので申し込みを
すれば必ず買える。対してヤフオクは最高価格
で入札した人が購入する権利を貰えるシステム
なので自分より高い価格を提示した人がいれば
買えない。オークションが終了するまで待たな

♪大阪天満橋ローターアクトクラブ♪
１０月第１例会のお知らせ
日 時：１０月１６日（水）19:30～21:00
内 容：「４０周年に向けて」
場 所：錦城閣
登録料： RC 3,000円
登録先：幹事 濱里 友希
tenmabashi@2660rac.org
登録締切：１０月１４日（月）

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
コーンクリームスープ、クルトン添え
ハンバーグステーキ、とろけるモッツァレラ
チーズ添え、トマトデミグラスソース
クラシック クレーム・キャラメル
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

ロータリー讃歌

大阪ＲＣ
作詞 大 林 芳 郎
作曲 津 田 宗 三 郎

こころ

一、ロータリー 奉仕の精神

ロータリー 誠意と友愛

ロータリー ロータリー

徳義に立って

世界を 一つに結ぶ

ロータリー ロータリー

しるし

二、ロータリー 理想の表徴

むつみ

ロータリー 融和と親善

ロータリー ロータリー

希望に燃えて

世界に 平和を樹てる

ロータリー ロータリー

