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先先先先々々々々週週週週の例会報告の例会報告の例会報告の例会報告    

――――    出席報告出席報告出席報告出席報告    ――――    

 国内ビジター 2名   会 員 数  37名  

 外国ビジター 0名   出席規定適用免除  11名  

 国内ゲスト  1名   会 員 出 席  21名  

 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席  5名 

<9 月 18 日の出席率 83.87％>  

Make up を含む 8/28 の出席率 88.46％ 

先日12日(土曜日)今年度の大きな事業の一つで

ある三クラブ合同社会奉仕事業の大手前整肢学園

の児童を須磨水族館へ連れて行く招待事業が行わ

れました。突然発生した台風にやきもきしました

が、当日は汗ばむほどの快晴のもと、無事に事業

は終了しました。 

 職員の方々から｢皆で出かけること自体が少な

い児童達は本当に喜んでおりました。｣｢夕方にな

ると精神的に不安定になる子も落ち着いていま

す。｣等々感謝の言葉をたくさん頂戴しました。参

加いただいた皆さん、本当にお疲れ様でした。あ

りがとうございました。 

 車椅子の子供と共に行動していますと健常者の

思いやりの無さに失望することが多々ありまし

た。通路を譲らないで邪魔になっていても平気な

健常者が多く、悲しく腹立たしくもありました。 

 自分に置き換えて考えてみると、どれほど思い

やりが持てていたか･･･？大きく反省した一日で

もありました。手伝えることがあるかとの積極的

な声がけやもう一歩広く道を空ける事など、今後

は少しは変わろうと心に決めました。 

 

 

    

    
 
 
 
 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

2015 年 10 月 2 日 第 1560 回例会 
経済と地域社会の発展月間・米山月間 

◎本日のプログラム◎本日のプログラム◎本日のプログラム◎本日のプログラム    ◎次週◎次週◎次週◎次週((((10101010 月月月月 9999 日日日日))))のお知らせのお知らせのお知らせのお知らせ    

･ソング･ソング･ソング･ソング        ♪｢♪｢♪｢♪｢君が代君が代君が代君が代｣｣｣｣｢奉仕の理想｣｢奉仕の理想｣｢奉仕の理想｣｢奉仕の理想｣♪♪♪♪    

･お祝いと表彰･お祝いと表彰･お祝いと表彰･お祝いと表彰    

････米山奨学委員会担当米山奨学委員会担当米山奨学委員会担当米山奨学委員会担当卓話卓話卓話卓話    

｢｢｢｢米山奨学生について米山奨学生について米山奨学生について米山奨学生について」」」」    

多田多田多田多田    秀觀米山奨学副委員長秀觀米山奨学副委員長秀觀米山奨学副委員長秀觀米山奨学副委員長    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    マリィマリィマリィマリィ「「「「金婚式金婚式金婚式金婚式」」」」    

2012012012015555－－－－2012012012016666 年度年度年度年度        

国際ロータリー会長国際ロータリー会長国際ロータリー会長国際ロータリー会長    K.R.K.R.K.R.K.R.ラビンドランラビンドランラビンドランラビンドラン    

                    〈四つのテスト〉１．真実かどうか〈四つのテスト〉１．真実かどうか〈四つのテスト〉１．真実かどうか〈四つのテスト〉１．真実かどうか        ２．みんなに公平か２．みんなに公平か２．みんなに公平か２．みんなに公平か        ３．好意と友情を深めるか３．好意と友情を深めるか３．好意と友情を深めるか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４．みんなのためになるかどうか４．みんなのためになるかどうか４．みんなのためになるかどうか    

Be a gift to the worldBe a gift to the worldBe a gift to the worldBe a gift to the world    

世界へのプレゼントになろう世界へのプレゼントになろう世界へのプレゼントになろう世界へのプレゼントになろう    

――――    会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶    ――――    ――――    幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    ――――    

・本日、例会終了後 10 月度定例理事会を開催致し

ます。理事・役員の皆様ご出席お願い致します。 

・次週、9月 25日(金)は休会となっておりますの

で、お間違えのないようにお願い致します。 

・10月 9日(金)ガバナー公式訪問があります。会

員皆様全員出席でお願い致します。 

･ガバナー懇談会（･ガバナー懇談会（･ガバナー懇談会（･ガバナー懇談会（11111111：：：：20202020～～～～12121212：：：：20202020））））    

･ソング･ソング･ソング･ソング        ♪｢♪｢♪｢♪｢四つのテスト四つのテスト四つのテスト四つのテスト｣♪｣♪｣♪｣♪    

････ガバナーガバナーガバナーガバナー公式訪問公式訪問公式訪問公式訪問    

「ガバナー講話」「ガバナー講話」「ガバナー講話」「ガバナー講話」    

RIRIRIRI 第第第第 2660266026602660 地区ガバナー地区ガバナー地区ガバナー地区ガバナー    

立野立野立野立野    純三氏純三氏純三氏純三氏((((大阪大阪大阪大阪 RC)RC)RC)RC)    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    ランゲランゲランゲランゲ「「「「のばらのばらのばらのばら」」」」    

――――    臨時総会報告臨時総会報告臨時総会報告臨時総会報告    ――――    

日時：2015年 9月 4日(金)13時 30分～ 

出席者：22名(会員総数 37名) 

議題：2014－2015年度年次報告 

本日、2014－2015 年度の会計及び年次報告を金

髙直前会長から発表があり、中林会長の議長進行

により臨時総会が開催され承認されました。 



中林・・・先週末の 3クラブ合同社会奉仕事業、無

事終わりました。皆様お疲れ様でした。 

竹森・・・辻村委員長、3 クラブ合同社会奉仕事

業、お疲れ様でした。参加頂いた皆様

ありがとうございます。本日、理事会

よろしくお願いします。 

朝槻・・・津波、瀬戸内に入りかけています。 

長谷・・・三世代クラブ合同社会奉仕事業、おつ

かれさまでした。参加出来ずごめんな

さい。本日の卓話｢マイナンバー｣楽し

みです。 

犬伏・・・無題。 

小林・・・マイナンバーのお話、勉強させていた

だきます。 

松田・・・3クラブ合同社会奉仕事業、お疲れ様で

した。全くの微力でしたが、参加して

良かったと思いました。こういう機会

をいただきありがとうございました！ 

中村(不)・先日の三世代クラブ合同社会奉仕事業、

ご苦労樣でした！楽しかったです。 

中田・・・マイナンバー卓話、よろしくお願いし

ます。 

松浦・・・三世代実行委員会の皆さんへ。明日の

事業のご準備ありがとう御座います。 

瀬尾・・・マイナンバー勉強させてもらいます。 

曽我部・・ラグビーのワールドカップが始まりま

す。先ず予選リーグ突破を！！ 

田中・・・10月 8日迄お休み。 

辻村・・・12日の 3世代クラブ合同社会奉仕事業

無事終わりました。ありがとうござい

ました。 

｢｢｢｢マイナンバー制度の概要とシステム対応マイナンバー制度の概要とシステム対応マイナンバー制度の概要とシステム対応マイナンバー制度の概要とシステム対応

に求められる要件についてに求められる要件についてに求められる要件についてに求められる要件について｣｣｣｣    

㈱オービックビジネスコンサルタント㈱オービックビジネスコンサルタント㈱オービックビジネスコンサルタント㈱オービックビジネスコンサルタント    

営業本部営業本部営業本部営業本部    西日本営業部西日本営業部西日本営業部西日本営業部    大阪支店大阪支店大阪支店大阪支店    

営業営業営業営業1111課課課課1111グループグループグループグループ    グループ長グループ長グループ長グループ長    菱山菱山菱山菱山    洋平氏洋平氏洋平氏洋平氏    

((((上野上野上野上野    勝巳会員紹介勝巳会員紹介勝巳会員紹介勝巳会員紹介))))    

を目的とし、パッケージシステムの提案・導入・

運用支援を努めてきた。 

株式会社オービックビジネスコンサルタントと

は、中小・中堅企業向けコンピュータ会計ソフト

ウェア勘定奉行をはじめとする、基幹業務パッケ

ージシステムのメーカー。 

本｢奉行シリーズ｣は、中小・中堅企業層での

TOP シェアを誇り、毎年実施されている業界紙

｢日経コンピュータ顧客満足度調査｣2 年連続 1 位

の評価を頂いております。 

来る 2015年 10月、マイナンバーの通知が開始さ

れ、企業は、限られた時間の中で、マイナンバー制

度に対応しなければなりません。その影響は、税や

社会保険に関わる業務に留まらず、不正な個人番号

の取得や利用が発生しないように、収集・保管に対

するリスク対策が極めて重要になります。 

オービックビジネスコンサルタントでは、企業

が行うマイナンバー収集・保管の業務やリスク対

応を中心に、｢マイナンバー収集・保管サービス｣

というクラウドサービスをリリースいたしまし

た。本サービスは、マイナンバー制度の対応に必

要な、｢業務対応｣｢法令対応｣｢リスク対応｣の全て

を標準的なレベルで構成し、企業規模に関係なく

全ての企業様でご利用可能なサービスです。 

今後もストレスチェックや消費税軽減税率な

ど、様々な法改正・外部環境の変化に対応する基

幹システムのメーカー営業マンとして、各企業様

の下支えとなるような活動に尽力して参ります。

今後ともご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願いい

たします。 

菱山洋平。和歌山大学

経済学部卒の 36歳。卒業

後、株式会社オービック

ビジネスコンサルタント

入社。入社以来これまで

14年間勤め、様々な業種

の企業へ業務改善・改革

・社会奉仕委員会・社会奉仕委員会・社会奉仕委員会・社会奉仕委員会    

委員長委員長委員長委員長    辻村辻村辻村辻村    和弘和弘和弘和弘 

9月 12日(土)大手前整枝学園の園児達を須磨海

浜水族館へ招待した 3 世代クラブ合同社会奉仕事

業、無事終了致しました。 

園児達は普段中々外出することが出来ず、今回

のように全員が揃ってバスでの移動は初めての子

も多く大変喜んでくれたようです。ご参加、ご協

力頂きました皆様、本当に有難う御座いました。 

 

＜合計＜合計＜合計＜合計    ￥￥￥￥33339999,000 ,000 ,000 ,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥444485858585,,,,000000000 0 0 0 ----＞＞＞＞    

――――    ニコニコ箱報告ニコニコ箱報告ニコニコ箱報告ニコニコ箱報告    ――――    

――――    先先先先々々々々週の卓話週の卓話週の卓話週の卓話    ――――    ――――    委員会報告委員会報告委員会報告委員会報告    ――――    



職業奉仕委員会職業奉仕委員会職業奉仕委員会職業奉仕委員会    

｢｢｢｢職業奉仕職業奉仕職業奉仕職業奉仕｣｣｣｣は難解か？は難解か？は難解か？は難解か？    

(前回から続く) 

更にアーサー・シェルドンは｢事業上で得た利益

は、決して自分一人で得た利益ではない。従業員、

取引先、下請業者、顧客、同業者など、自分の事

業と関係を持つすべての人々のお蔭で得たことに

感謝し、その利益を適切にシェアする心で事業を

営めば、最高の利益が得られることを自分の職場

で実証し、その方法を地域社会の職業人に伝えて

いかねばなりません｣と述べ、｢まず、ロータリア

ンの企業が職業奉仕理念に基づく正しい事業経営

を実践することで、継続的な事業の発展を遂げる

ことを実証すれば、他の同業者たちも経営方法を

見習うでしょう。それが結果として業界全体の職

業倫理の高揚につながるのです。｣と語っていま

す。 

そして、彼の発表した He(One) profits most 

who serves best(最も奉仕する者、最も多く報いら

れる )がフランク・コリンズの Service above 

self(超我の奉仕)と共に 1950年の国際大会で｢2つ

の標語｣と決定されました。 

引用文献 

戸田孝：2660地区 2009～10年度職業奉仕委員会

編 ～ロータリーの真髄｢職業奉仕｣を語る～より 

～～～～ロータリーは例会からロータリーは例会からロータリーは例会からロータリーは例会から～～～～    

｢クラブの危機を救った握手｣｢クラブの危機を救った握手｣｢クラブの危機を救った握手｣｢クラブの危機を救った握手｣    

福井フェニックス福井フェニックス福井フェニックス福井フェニックス RCRCRCRC    平田平田平田平田    好祐氏好祐氏好祐氏好祐氏    

((((第第第第 2650265026502650 地区地区地区地区    福井県福井県福井県福井県))))    

 2012－13年度に私が会長職を拝命した折、地区

の会長・幹事会で栗田幸雄パストガバナーが｢クラ

ブの栄枯盛衰は、会長にあり｣と非常に重い言葉を

述べられたのを覚えています。 

 当時、わがクラブは会員 40 人。財務上、損益

分岐点、赤字になるかどうか。危機感を持ってい

ました。会員増強が必須で、増強できても退会者

が出れば元の木阿弥。そんな時、ある講演の案内

状をいただきました。演題は｢握手をすれば売り上

げは 10倍伸びる｣。一度聴いてみようと思い、講

演会に行ってきました。 

 ｢社長が誰よりも早く出勤し、社員を迎えて握手

をする｣。朝礼では、｢社員 

同士が握手する｣。これだけで会社の雰囲気が明る

くなり、社員全員に、信頼とやる気が出てきて、

なんと 3 年で売り上げが 10 倍になったという話

でした。｢本当かな｣と思いました。一度、自分の

クラブで試してみて、結果が出たらわが社でも採

用してみよう、と不謹慎な考えを持ちました。 

 私は早めに例会場に行き、会場の前に立って、

会員たちを出迎えました。そして、一歩前へ出て、

｢ようこそ、こんにちは！｣と握手をしました。初

めは怪訝そうな顔をする人や、恥ずかしそうにす

る人もいました。気持ち悪いと思った人もいるか

もしれません。 

 そして例会の始まる前に、毎回、会員同士の握

手を行うことにしました。｢なぜ握手などしなけれ

ばならないのか、もうやってられんわ｣という顔が

――――    ロータリーの友ロータリーの友ロータリーの友ロータリーの友 10101010 月号より月号より月号より月号より    ――――    

        地区青少年交換委員地区青少年交換委員地区青少年交換委員地区青少年交換委員    竹森竹森竹森竹森    敏麿敏麿敏麿敏麿 

2015 年 9 月 13 日(日)地区青少年交換プログラ

ム行事のひとつで大阪鶴見ロータリークラブが参

加されています｢鶴見区民祭り｣と｢国際交流のつ

どい｣に本年度来日交換留学生5名と学校の友達3

名を連れて参加してきました。 

9時半に集合し、所定のブースへ向かいました。

大阪鶴見 RC さんのブースではパンケーキとジュ

ースのセットを 100円で販売し売上金はすべて寄

付する事業に交換留学生もパンケーキを焼いて協

力していました。 

また、ブース前に地元中学生が募金箱を持ち先

日大雨により水害を受けた地域への義捐金を募っ

ておりました。その募金活動にも交換留学生に参

加してもらい、多くの方がご協力して頂きました。

日本の文化を学びながらも、こういったボランテ

ィア活動にも積極的に参加して有意義な国際交流

を図って欲しいです。 

 

 

 

 

 

――――    ｢｢｢｢職業奉仕職業奉仕職業奉仕職業奉仕｣｣｣｣コーナーコーナーコーナーコーナー    ――――    

――――    地区青少年交換委員会地区青少年交換委員会地区青少年交換委員会地区青少年交換委員会報告報告報告報告    ――――    



――――    直近の行事予定直近の行事予定直近の行事予定直近の行事予定    ――――    

・・・・10101010 月月月月 2222 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

クラブ戦略計画委員会 

   (帝国ホテル｢牡丹の間｣) 

・・・・10101010 月月月月 3333 日日日日((((土土土土))))            

第 1回大阪大手前ゴルフコンペ 

   (池田カンツリークラブ) 

・・・・10101010 月月月月 9999 日日日日((((金金金金))))        11112222：：：：33330000～～～～    

ガバナー公式訪問 

   (帝国ホテル｢牡丹の間｣) 

・・・・10101010 月月月月 16161616 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

11月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢桃の間｣) 

・・・・10101010 月月月月 23232323 日日日日((((金金金金))))        11112222：：：：33330000～～～～    

三世代クラブ合同例会 

   (帝国ホテル｢八重の間｣) 

・・・・10101010 月月月月 30303030 日日日日((((金金金金))))            

指名委員会 

   (場所未定) 

・・・・11111111 月月月月 7777 日日日日((((土土土土))))        11111111：：：：00000000～～～～    

芸術・文化同好会 

   (大阪城西の丸庭園特設劇場) 

・・・・11111111 月月月月 20202020 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

12月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢桃の間｣) 

・・・・11111111 月月月月 21212121 日日日日((((土土土土))))        13131313：：：：00000000～～～～    

IM第 6組ロータリーデー 

   (コングレコンベンションセンターホール) 

・・・・12121212 月月月月 4444 日日日日((((金金金金))))            

年次総会 

   (帝国ホテル｢牡丹の間｣) 

・・・・12121212 月月月月 4444 日日日日((((金金金金))))    18181818：：：：30303030～～～～21212121：：：：00000000    

地区大会第1日目RI会長代理ご夫妻歓迎晩餐会 

   (リーガロイヤルホテル｢光琳の間｣) 

・・・・12121212 月月月月 5555 日日日日((((土土土土))))    11111111：：：：00000000～～～～17171717：：：：30303030    

地区大会第 2日目本会議 

   (大阪国際会議場 5F メインホール) 

・・・・12121212 月月月月 18181818 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

1月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢桃の間｣) 

・・・・12121212 月月月月 25252525 日日日日((((金金金金))))        夜例会夜例会夜例会夜例会    

クリスマス家族会 

   (帝国ホテル｢八重の間｣) 

――――    お祝いと表彰お祝いと表彰お祝いと表彰お祝いと表彰    ――――    

――――    お誕生日おめでとうお誕生日おめでとうお誕生日おめでとうお誕生日おめでとう    ――――    

――――    結婚記念日おめでとう結婚記念日おめでとう結婚記念日おめでとう結婚記念日おめでとう    ――――    

――――    事業所創立記念日おめでとう事業所創立記念日おめでとう事業所創立記念日おめでとう事業所創立記念日おめでとう    ――――    

――――    出席表彰おめでとう出席表彰おめでとう出席表彰おめでとう出席表彰おめでとう    ――――    

見受けられました。これも私は｢忍｣の一字。とに

かく続けなければ、と固く心に決めていました。 

3 か月もたつと、例会場前での私との握手、例

会前の全員での握手を、苦もなく無理もなく自然

に行えるようになりました。例会の雰囲気が非常

に明るくなり、皆、楽しそうに例会に出席するよ

うになりました。 

 また、友好クラブである堺フェニックスロータ

リークラブ(RC・第 2640 地区)を訪問した当クラ

ブの黒川照元さんから｢堺フェニックス RC では

出席委員長が欠席者の欠席理由を全て例会で発表

していて、これを行うことで、出席率が大幅にア

ップした｣と聞きました。私たちのクラブでも同じ

ことをしてみたところ、出席率が上がりました。

ほかにも、走坂俊和さんが会員増強委員長として、

持ち前の人当たりの良さ、抜群の営業センスを発

揮し、9人の会員増強を達成してくれました。 

 そんなわけで私の年度では退会者ゼロ、会員 9

人の増強、出席率は 10%のアップ。クラブ全体が

若返り、明るく活気が出て、同好会の活動も盛ん

になりました。今、会員はロータリーライフをエ

ンジョイしています。 

 

 

 

 

 

木村 節三（14日）岡田 耕平（17日） 

朝槻真紀子（19日）竹森 敏麿（15日） 

三木 元昭（18日）中村 匡克（24日） 

中野 裕司（12日） 

村上五百子  社会福祉法人井高野福祉会（1960） 

朝槻真紀子  マキオリジナルデザイン  （1973） 

・ホームクラブ 6ヶ月皆出席表彰 

中林 邦友・岡本 雄介 

佐々木 裕・竹森 敏麿 

・1ヶ年皆出席表彰 

鹿野 浩一 

・5ヶ年皆出席表彰 

西尾 昌也 


