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2020-2021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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☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例 会 （2513回）
２）クラブ協議会（ガバナー補佐訪問）
３）ガバナー補佐訪問懇談会

☆☆ 大蔭

ＮＯ．２５１３
次々週（７月３０日）のお知らせ

１）例
２）卓

会 （2514回）
話 「私の生業Ⅱ」
平尾 彰彦会員

３）8月度定例理事会

政勝ガバナー補佐訪問を心から歓迎申し上げます ☆☆
☆☆ ７月度の結婚記念日 ☆☆
髙橋 俊起

吉村 圭太

平尾 彰彦
（以上敬称略）

＊＊

国際ロータリー第２６６０地区
ＩＭ第６組
おおかげ

まさかつ

大蔭 政勝 ガバナー補佐
プロフィール
【職 業】アルファー建築デザイン研究所
所長
【ロータリー歴】
1996年
大阪大手前ＲＣ入会
2011年～12年度

副会長

2013年～14年度

会長

ベネファクター、
マルチプル・ポール・ハリス・フェロー、
米山功労者（マルチプル）

先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

熊本をはじめ九州地方、そして岐阜や長野な
どへと更に地域がひろがり、集中豪雨による甚
大な被害を受けております。
この度の災害で犠牲になられた皆様を悼み、
謹んでご冥福をお祈り申し上げます。また、現在
も豪雨災害で苦しまれる被災地の皆様、そして
災害対応に当たられておられる関係者の皆様に
心からのお見舞いを申し上げます。
このところ頻繁に、自然災害が私達の生活に
猛威を振るっております。予期せぬ自然災害に
対する日頃からの防災意識を高めることや、コ
ロナ禍のように私たち一人ひとりが、他人事で
はなく我が事と捉えて協力し合うことの重要性
を改めて認識しております。
1995年阪神淡路大震災の年、私は大阪天満橋
ローターアクトクラブに入会し、ロータリーク
ラブの活動を知りました。奉仕活動、ボランティ
ア活動の一端を垣間見させていただきました。
この1995年はボランティア元年と言われ、普通の
人々が奉仕活動に参加するきっかけとなりまし
た。ロータリークラブは、それ以前から、
「奉仕」
を掲げ活動を行っていた組織です。各地のロー
タリークラブと繋がるなかで、コロナ禍でもで
きること、各地の仲間に対して、仲間とともにで
きることを考えていければよいと改めて思いま

☆☆ 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

２名
１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

した。
ふるさと納税という枠組みの中で、義援金的
な支援もできます。皆さまも、ぜひ自分ができる
ことをお考えいただければと思います。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①次週「クラブ協議会」を開催いたします。 出
欠のご返事を事務局までお願いいたします。
②「2020-21年度 上半期会費のお願い」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。
③次々週7月23日は定款（祝日）により休会にさ
せて頂きます。

☆☆ にこ にこ 箱 ☆☆

敬称を略す

１年間よろしくお願い致します
大阪大手前ロータリークラブ
辻村 和弘会長・竹森 敏麿幹事
辻村会長、竹森幹事ようこそおこしくださいま
した。あわせて6ヶ月ホームクラブ皆出席自祝
中島 清治
大阪大手前ＲＣ辻村会長ご来訪と一年間のご活
躍を祈念して
山本 喬一
誕生日自祝
仲西 良浩
在籍37年を自祝して
橋本 守之
お陰様で在籍7年です。
寺杣 晃一
在籍表彰自祝
小寺 寿矢
6ヵ月ホームクラブ皆出席自祝
南川 和茂
6ヶ月ホームクラブ皆出席自祝
石田 道夫
中島会長、鍬田副会長、髙橋幹事今年がんばっ
て下さい。
衣斐 孝雄
在籍９番目の郡さん、卓話期待しています。上
の席をねらわないように。
南川 和茂
郡悦清会員30年のロータリーの歴史楽しみにし
ています。
中川 政照
郡先輩、本日の卓話楽しみにしております。
石田 道夫
郡さん！！素晴らしい卓話を拝聴にきました
よ。
川原 和彦
郡さんの卓話を楽しみにしています 山本 喬一
郡さん本日の卓話楽しみにしています中村 修
郡さんの卓話楽しみにしています。 柳澤 興平
郡さん、今期の会員卓話先頭バッターですね。
期待しています！！
平尾 彰彦
郡さん卓話楽しみです。
西原 潔
お久しぶりです。長期欠席お詫びします。
川原 和彦
梅本さん、先日は奈良国際ケアカートの楽しい
１日に感謝です。
川原 和彦

）内は会員総数を基準とした値

7月9日の出席率
85.00％
４週間前（6月18日）の
出席率 81.82％
0名（欠席者 8名)
ながき欠席のおわびとして
西井 幾雄
郡会員、本日卓話楽しみにしています。
中村 健輔
令和2年7月9日

合計金

123,000円

累計金

269,000円

☆☆ 先週（7 月 9 日）の卓話 ☆☆
「早30年ロータリーと仕事（前編）」
郡 悦清会員
1991年1月10日に入会して早満30年が来ようと
しています。
その間、ロータリーでも仕事でも色んな事が
ありました。私は大学卒業後、サラリーマンを
約13年、そして現在の会社に縁あって転職しま
した。全く畑違いのドラム缶製造会社です。そ
の会社には、一度も訪問・見学もしたことが無
く、父親から「こんな会社があるがやってみな
いか？」という話だけで決めました。所在地も
アバウトで、初訪問は場所もわからず、待ち合
わせに１時間以上も遅れ父に怒られる始末で
す。そして昭和58年10月1日付けで転職、35歳の
事です。一応常務取締役と肩書きは付いていま
すが、製造会社です。どのように造っているの
か知らなければなりません。入社翌日から工場
です。朝8時から夜7時まで。休日は日曜日の
み、給料は月末締めの翌月5日払い、当然役員
ですから残業手当なしの固定給、賞与なし以前
の会社の年収200万強ダウンで始まりました。父
からは「会社があるからゼロでは無い。しかし
限りなくゼロに近い会社である。あとはお前の
頑張り次第や」と言われておりましたが、想像
を絶する会社でありました。さらに入社翌年の
1月15日に創業社長が亡くなりました。僅か入社
3ヶ月あまりです。主だった取引先・銀行に
は、一通り紹介はしてもらいましたが、ご挨拶
程度でした。さて、どうしたものでしょう。社
葬が済み、即2月から代表取締役専務に就任し
たのですが…
この続きは次回をお楽しみに

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
フルーツのマリネ添え
牛サーロイン肉のタリアータ、

コーヒーまたは紅茶
バゲット、胡桃入りソフトロールとバター

