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2014年12月20日

本日のプログラム

第1041回（本年度 第23回）例会

次回 1/8 のお知らせ

♬SONG : 「国歌・奉仕の理想」
■新年初例会
●会長・幹事年初挨拶

♬SONG : 「それでこそロータリー」
■クリスマス家族会
　17：30～　例会
　18：00～　クリスマス会
　桜苑

※次週、12月25日（木）の例会は休会日です。
　お間違えの無いようにお願い致します。

会長挨拶
会長　下岡 陽一郎

　皆さま、こんにちは。先週金曜日・土曜日の二日間、地区大会が開
催されました。ご協力を頂きましてありがとうございました。

　一番印象に残っているのは、小椋佳さんの声。風邪を引かれてガラ
ガラの声でのコンサートでした。声が出ないという症状は、プロとして
いかがなものかと思いながら聴いておりました。こちらまで喉の調子
が悪くなってきそうなくらい、お気の毒な声をされていました。

　12月20日（土）、今年度最終例会でもあります、クリスマス家族会が
行われます。現段階では52名の方の参加をお聞きしております。残念
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本日のメニュー2014-15年度第1040回（第22回例会）
幹事報告 (12/11)

幹事  辻　 義光

■本日13時より年次総会です。よろしくお願いします。

■12月18日（木）の例会は12月20日（土）に振り替えと
なります。間違い無いようお願いします。

　12月20日（土）スケジュール

　　（1）17：30　例会（場所：サファイア）

　　（2）18：00　クリスマス家族会（場所：桜苑）

■12月25日（木）は休会です。

■地区より「第2回クラブ国際奉仕委員長会議開催の案
内」が来ています。

　　（1）日時　2015年1月24日（土）9：30～11：30

　　（2）場所　薬業年金会館301号室

　国際奉仕委員長ご出席のほどよろしくお願いします。

■年始の例会は1月8日です。

■地区大会に出席された会員は大会ガイドに添付されて
いる出席証明書をクラブ事務局に提出してください。

なことに、新入会員の方々が諸事情によりご欠席とお
聞きしております。こういう機会にこそ、奥様方にもご
参加頂き、親睦の輪を広めて頂けたらと願っておりま
す。尚且つ、奥様方の輪が広がることで、会員の皆様
の活動の場が広がるのではないかと思っておりま
す。ご家族が参加できる行事は、北村会員が企画をし
て頂いております春の家族会、そして今回のクリスマ
ス会です。一度ご参加頂きますと、次の機会もきっと
楽しんで頂けるのではないかと思っております。皆さ
まのご参加・ご協力を宜しくお願い致します。

　我がクラブが、米山奨学金2000万円達成クラブと
して表彰状及び、会員増強拡大賞を頂いております。
そして檜皮会員にはポール・ハリス・フェローのバッ
ジが届いております。皆さまの益々のご活躍を願って
おります。

檜皮会員がポールハリスフェローの
表彰を受けました

米山奨学金2000万円達成クラブの表彰状と
会員増強・拡大賞を頂きました。

Congratulations!

先　附 鶏ほぐし身胡麻和え　水菜　茸　煎り胡麻
造　り 鯛　鮪
煮　物 海老芋　ひろうす　蓬麩阿蘭陀煮
 瓢箪人参　青味
焼　物 鰤照焼　玉蒟蒻田楽　海老芝煮
 酢取生姜　檸檬
食　事 白御飯　香物
止め椀 赤出汁



次年度理事・役員

日　時：2014年12月11日（木）13：40～
場　所：太閤園　2F　サファイアルーム
出席者：下岡・辻（義）・嶽下・北村・村橋・吉田・辻（一）・井戸本・檜皮 　以上9名（敬称略）

2014-2015 年度 第7回　1月度定例理事会議事録

開会の挨拶（下岡会長）
体調不良でご迷惑をおかけいたします。

審議事項
1. 年間行事予定表
2. その他

●会員の卓話変更について
　例会で話し合う　⇒［ 承認 ］

●2015年4月19日（日）に実施される”Charter Night”
　式典に台北福齢RC奨学金授与式参加として
　出欠簿を回覧する　⇒［ 承認 ］

●吉田ピアニスト産休の件
　2015年4月～6月まで休職、2015年7月より復職
　⇒［ 承認 ］
（その期間、吉田ピアニストに代役を紹介していただく）

閉会の挨拶（嶽下会長エレクト）

【’1５年2月 行事予定】　（世界理解月間）
日付 通算No. 今期 ホームクラブプログラム 卓話担当者 会議、行事 RI地区会議行事、クラブ行事

5日（木）

12日（木）

19日（木）

26日（木）

1046

1047

1048

1049

28

29

30

31

委員会報告

卓話

国際奉仕委員会クラブフォーラム

卓話

第9回3月度理事会

各委員会・SAA・会計

卓話担当：杉村会員

国際奉仕委員会：
吉田委員長

卓話担当：高島会員

【’14年3月 行事予定】　（識字率向上月間）
日付 通算No. 今期 ホームクラブプログラム 卓話担当者 会議、行事 RI地区会議行事、クラブ行事

5日（木）

12日（木）

19日（木）

26日（木）

1050

1051

1052

1053

32

33

34

35

卓話

卓話

卓話

卓話

卓話担当：嶽下会員

卓話担当：辻一夫会員

卓話担当：西田会員

卓話担当：梅原会員

第10回4月度理事会

【’15年1月 行事予定】　（ロータリー理解推進月間）
日付 通算No. 今期 ホームクラブプログラム 卓話担当者 会議、行事 RI地区会議行事、クラブ行事

1日（木）

8日（木）

15日（木）

22日（木）

29日（木）

-

1042

1043

1044

1045

-

24

25

26

27

祝日

会長・幹事新年挨拶　　　　　　

卓話

卓話

上半期新入会員歓迎会

第8回2月度理事会

第3回クラブ協議会

下岡会長・辻義光幹事

卓話担当：満村会員

卓話担当：岡本会員

夜例会

睦輪会

3/28（土）
　地区チーム研修セミナー
　PETS（会長エレクト
　研修セミナー）
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下岡：12月20日クリスマス会、今のところ52名の参加
を予定しております。ニコニコ

嶽下：ニコニコ

辻（一）：お久しぶりです。ざんげの気持ちを込めて

吉田：ニコニコ　　

針谷：ニコニコ

高島：何もありませんがニコニコ

犬飼：早退します。スミマセン

小林：いよいよ年末になりました。良い1年でしたか？
ニコニコ

井戸本：雨ですね

北村：大衆20日クリスマス家族会です。皆さん楽しみ
ましょう

村上：ニコニコ

栗山：ニコニコ

本日合計 : ￥26,000
累　計 : ￥861,000

●出席報告
会員数 29名 国内ビジター 0名
名誉会員数 6名 外国ビジター 0名
免除会員 0名 国内ゲスト 0名
出席者 24名 外国ゲスト 0名
欠席者 5名

出席率 82.75%
11月20日の修正出席率 96.55%

●メイクアップ
安達 昌弘 11月15日 成美学寮
木村 佳弘 11月15日 成美学寮
下岡 陽一郎 11月15日 成美学寮
辻　 一夫 11月15日 成美学寮
木村 眞敏 12月  5 日 地区大会
高島 凱夫 12月  5 日 地区大会

新入会員自己紹介（12/4 卓話）

村上 俊二 会員

村上 俊二 会員

1. （株）サンキ　村上俊二と申します。

2. S.47年関西学院大学を卒業後、（現）の三菱UFJ信託
銀行に入り不動産鑑定士の資格を取らせてもらいまし
た。これから不動産をやっていくことと銀行の転勤も大
変なので転職を考えました。関西の私鉄系ならば転勤
がないのではという期待から、S.49年近鉄不動産に入
社致しました。思惑通り東京、名古屋、広島支店などの
転勤はH.22年役員定年になるまで一度もありません
でした。同時に仲介・鑑定部門の仕事についたまま36
年間、社内人事異動も一度もありませんでした。珍しい
ことですがラッキ－でした。よほど受け手がなかったの
かもしれません？ただそのおかげで仲介・鑑定部門は
順調に成長しました。S.49年に5人で始めたものが
H.22年の退職時には全国営業所40店、総勢約350名
の陣容になったことは、望外の歓びであります。

3. 近鉄不動産の仕事に一応のケジメがついたので、か
ねてより頼まれていた「（株）サンキ」の経営にH.22年
より代表取締役社長として本格参画致しました。そして
H.24年までの2年間で過去負債（約3億円）の一掃、不
良債権（約1.5億円）の早期処理を周辺の皆さんの協
力によって成し遂げました。そして一気に無借金経営、
不良債権なしの真黒の黒字会社に生まれ変わりまし
た。少々自慢めく様ですが事実です。

4. 同時に鑑定部門の千里不動産鑑定と仲介及びコンサ
ルタント専門のサンキ不動産という2つの会社を創業
致しました。これによりサンキグル－プが賃貸管理を
地盤に、仲介、鑑定、コンサルタントを手掛ける総合不
動産になりました。

5. ところで大阪中之島ロ－タリ－クラブのことは仕事上
の師匠、大先輩である天満橋鑑定事務所の福田先生
より「ロ－タリ－には素晴らしい人達が集まっている。
それも日本だけでなく世界にも広がっている。」とのこ

とはよく聞かされておりました。私もいつかは入りたい
と憧れておりました。今回、憧れの大阪中之島ロ－タリ
－クラブに入会する事ができまして歓びでいっぱいで
す。入れた歓びだけで終わるのではなく、ア－チ・クラ
ンクの精神「doing goof in the world」を実践してまい
りたいと思います。

6. これからもご指導ご鞭撻を賜ります様、お願いいたし
まして、私の自己紹介とさせて頂きます。

（感謝）


