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地 域社 会の 経済 発展月 間・ 米山 月間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆

次週（１０月２２日）のお知らせ

１）例

会

（2524回）

１）例

会

（2525回）

２）卓

話

「ポスト・コロナの職場と管理職」 ２）卓

話

「運送業界の豆知識？」
望田 謙三会員

株式会社決断力
代表取締役

高島

徹 様

南川 和茂会員紹介

☆☆ １０月度の在籍表彰 ☆☆
24ヵ年 石田 道夫 18ヵ年 溝手 悟
1ヵ年 望田 謙三

☆☆

１０月度の結婚記念日

☆☆

髙田 肇
（以上敬称略）

＊＊

中山

修二 様

野中 浩幸 様
大阪府天満警察署
警部補

陸曹長

荒井

博史 様

陸曹長

吉田 秀次 様
大阪市中央消防署
消防司令

松本 幸治 様
大阪府東警察署
警部補

先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

本日、コロナ禍の情勢ではありますが、万全を
期したうえで職業奉仕賞授与式をこの後執り行
わせていただきます。最後までよろしくお願い
します。
職業奉仕賞授与式は、当クラブ設立の時から
執り行わせていただいており、1974年からは毎年
継続して表彰させていただいております。
受賞なさいました6名の方々におかれまして
は、本当におめでとうございます。後ほど授与式
を執り行いますので、宜しくお願い致します。
コロナ禍のもと、地区のセミナー等もWEB配信
による受講となるなど、本年度の事業について
は、苦心せざるを得ません。12月の地区大会につ
きましても、１日のみの実施となり、ライブ配信
も行われます。
当クラブのクリスマス家族会につきまして
も、中村親睦活動委員長のもと、検討をいただい
ているところです。今月の理事会において決定
をさせていただく予定ですので、その際には皆

３）次年度理事・役員指名委員会
４）11月度定例理事会

様にご報告させていただきたいと思います。
本日も宜しくお願い致します。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①「ロータリーの友」をお配りしております。併
せて10月号推奨記事のご紹介をお配りしてお
りますのでご覧いただきます様お願いいたし
ます。
②職業奉仕賞授与式 式次第を会員ポストにお
配りしています。
③「2020-21年度 地区大会」のご案内・とリーフ
レットをお配りしております。本年度は12月
12日（土）のみの開催となり、晩餐会・顕彰昼
食会等は中止となります。本会議は自由参加
となり出欠をとらず、名札は発行されません。
④地区のホームページで地区内全クラブの最新
例会状況が閲覧できるようになりました。
メークアップされる際は、ご確認下さいます
ようお願い致します。
⑤ロータリー国際大会及び陽明ＲＣ４４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。

☆☆ に こに こ箱 ☆☆

敬称を略す

受賞者の皆様、本日はようこそお越し下さいま
した。
職業奉仕委員会
本日の職業奉仕賞授与式よろしくお願い致しま
す。
職業奉仕委員会
本日受賞された皆さまおめでとうございます。
中島 清治

☆☆ 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
９名
０名
０名

会員総数
会員出席
会員欠席

44名
34名(40名)
18名
6名

受賞者の皆様、日頃のご奉仕に感謝申し上げま
す。
鍬田 充生
受賞者の皆様誠におめでとうございます。
寺杣 晃一
受賞者の皆様本日はおめでとう御座居ます。
髙橋 俊起
中川会員大変お手数をお掛け致しました。
石田 道夫
令和2年10月8日

）内は会員総数を基準とした値

10月8日の出席率
85.00％
４週間前（9月17日）の
出席率 76.19％
1名（欠席者11名)

合計金

33,000円

思います。もちろん、職場やご家庭のお支えの
あってのご活躍だと思います。
本年は、コロナ禍という前例のない事態であ
り、皆様におかれましても日々いかに職責を果
たすか腐心されていることと存じます。是非と
も、ご健康には留意していただき、これからも
益々のご活躍をご記念申し上げ、お祝いの言葉
とさせて頂きます。
本日はおめでとうございました。

累計金

993,000円

「推薦者代表挨拶」

☆☆ 2020-2021 年度職業奉仕賞授与式☆☆
「会長挨拶」
会長 中島 清治

本日、職業奉仕賞を受賞されます6名の方々に
おかれましては、本当におめでとうございます。
心よりお祝いを申し上げます。
私たちロータリークラブは奉仕団体として、
対外的には大きな４つの奉仕を柱にしていま
す。その中でもメインというべきものが職業奉
仕です。社会のため、人のために働くことで報酬
を得る。私たちの目指す職業奉仕とは、まさに職
業を通じて社会に尽くすことです。職業と言っ
ても人を喜ばせる華やかなお仕事もあります。
ただ、当クラブは、地域の治安維持、災害・火災
の防止に、目に見えない地道な貢献をいただい
ている警察官、消防士、自衛隊員の皆様に、僭越
ながら地域を代表して感謝の気持ちをお伝えさ
せていただきたい思い、賞を設けさせていただ
きました。
本日受賞の皆さまは、各職場に於いて長年に
わたって、大きな誇りと使命感を持ってその職
責を果たしてこられ、そのことが評価を受けら
れてご推薦のもと本日の受賞となられたものと

大阪市中央消防署
署長 礒淵 久德 様
本日は、大阪天満橋ロータリークラブ 職業
奉仕賞授与式にあたりまして、推薦者を代表し
一言ご挨拶を申し上げます。
まずは、栄えある職業奉仕賞を受賞されまし
た皆様、本日は誠におめでとうございます。心か
らお祝いを申し上げます。
また、大阪天満橋ロータリークラブ様におか
れましては、1967年の発足以来、50年以上の長き
にわたり地域に密着した奉仕活動を続けておら
れますことに敬意を表しますとともに、深く感
謝申し上げます。
さて、この職業奉仕賞は、自衛隊・警察・消防
それぞれの職場において、献身的かつ模範的に
職務に従事している職員を賞賛していただくも
のでございますが、本年につきましても、昨今の
厳しい社会状況の中、私どもが推薦しました職
員に対して素晴らしい賞をいただく機会を設け
ていただきましたことは、受賞した職員や家族
はもちろんのこと、それぞれの職場で働く全職
員の誇りと励みになるものでございます。
私ども中央消防署では、市民が安心して暮ら
せる「災害に強いまち・安全な都市」をめざし
日々の業務に取り組んでおりますが、今回の受
賞を契機に、さらに職務に精励してまいる所存
でございますので、引き続き、ご支援、ご協力を
お願い申し上げます。
結びになりましたが、大阪天満橋ロータリー
クラブ様が益々ご発展されますこと、また、会員
の皆様のご健勝・ご多幸を祈念いたしまして、推
薦団体を代表いたしましてのお祝いとお礼の言
葉とさせていただきます。
本日は誠にありがとうございました。

「受賞者代表挨拶」
大阪市北消防署
消防司令補 三浦 充 様
大阪市北消防署の三浦でございます。
本日は「職業奉仕賞」という賞を賜り、誠にあ
りがとうございます。
僭越ながら受賞者を代表いたしまして、一言
お礼を申し上げさせていただきます。
私の場合、職業奉仕のために働いた功による
という理由で、この栄を賜ったわけでございま
すが、消防という仕事につくようになりまして、
間もなく４１年になろうとしております。
その間、世の中は大きく変わりました。「私も
見た目が大きく変わってしまいましたが」この
仕事を天職と考え、今日までやってまいりまし
た。ただいま、皆様からお褒めをいただきました
が、私はそのようなたいそうなことは何一つ
やってきておりませんが、強さと思いやりの感
じられる行政を心掛けて仕事をしてまいりまし
た。
ただ、このような私ごとき者がやってきたこ
とを認めていただいたということは、私と同じ
職業の仲間はもとより、本日受賞を賜った、自衛
隊・警察の仕事に共通する「国民の暮らしを守
る」という職務につくものをご評価いただいた
ということであり、この上ない喜びであり本当
に深く感謝申し上げます。
今回の栄誉を私たち一同、さらなる国民の安
心安全のために、それぞれの分野でがんばって
まいります。
最後に、大阪天満橋ロータリークラブ様の
益々のご発展と、本日ご参会の皆様のご健康と
ご多幸に加えまして、今年はコロナの終息も
いっしょに祈念いたしまして代表挨拶とさせて
いただきます。本日は誠にありがとうございま
した。

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
青パパイヤ 合鴨ロース 芽葱 柿ソース
間八 鰹たたき 大根 胡瓜 酢取茗荷
ポン酢ジュレ掛け
茄子田楽 帆立貝 海老 あわ麩 栗 銀杏
鶉玉子 けしの実
茸御飯 香の物 そばの実汁 三つ葉
りんごコンポート ブルーベリー ミント葉
コーヒーまたは紅茶

米山月間によせて
米山奨学委員会 委員長

清水 久博
（大阪南RC）

平素は、米山奨学事業に多大なるご支援ご協力
を賜りありがとうございます。
米山奨学事業は、日本最初のロータリークラブ
の創立に貢献した実業家「米山梅吉」氏の功績を
記念して発足しました。1952年に東京ロータリーク
ラブで始められたこの事業は、やがて日本の全ク
ラブの共同事業に発展し、1967年、文部省（現在
の文部科学省）の許可を得て、財団法人ロータ
リー米山記念奨学会となりました。
事業創設当時、「今後、日本の生きる道は平和し
かない。それをアジアに、そして世界に理解しても
らうためには、一人でも多くの留学生を迎え入れ、
平和を求める日本人と出会い、信頼関係を築くこ
と。それこそが、日本のロータリーに最もふさわし
い国際奉仕事業ではないか」。このようなロータリ
アンの思いがありました。(ロータリー米山記念奨
学会HPより)
皆様のご支援のもと、本年度は新規、継続合わ
せて49名の奨学生を受け入れることができました。
当地区において米山奨学生の受け入れを希望さ
れている8割強のクラブにお世話をお願い出来た
ことになります。
新型コロナウイルス感染症の脅威の中、私たち
はロータリー活動の縮小を余儀なくされています。
奨学生たちも、彼たちにとって異国の地「日本」で、
コロナ禍の中、活動を制限されながらも、学校での
勉学に、奨学生としての活動にと頑張っております。
カウンセラーの皆さんを中心に世話クラブの皆様
で、米山奨学生に寄り添い、ご支援をいただけます
ようお願いいたします。また、奨学期間を終えた奨
学生は米山学友として、主に地区米山委員会と共
にロータリー活動に励んでおります。ロータリー
ファミリーとして頑張っている米山学友がこの事業
最大の成果であります。今年度からはメンターとし
て従来以上に現役奨学生のサポート役を担ってお
ります。
簡ガバナーはガバナー方針で、コロナ禍のため、
米山記念奨学会への寄付目標額を設けないとさ
れました。当委員会としましては、受け入れ希望を
されているクラブへの米山奨学生の配属を出来る
限り実現したいとの思いから、従来通りお一人当た
り30,000円(普通寄付5,000円、特別寄付25,000
円)のご寄付をお願いしたいと存じます。
10月の米山月間では、今一度この米山奨学事
業の意義(平和の理念)と成果(米山学友)に目を
向けていただき、ご理解を深める機会としていただ
くことをお願い申し上げます。
(2020-21年度 RI2660地区ガバナー月信10月号 より）

