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2016年1月28日

職業奉仕月間

本日のプログラム

月間テーマ（1月）

第1092回（本年度 第27回）例会

次回 2/4 のお知らせ
♬SONG : 「国歌・奉仕の理想」
●卓話　委員会報告
　各委員会、小委員会委員長

♬SONG : 「それでこそロータリー」
■上半期新入会員歓迎会　夜例会
　例会　 18：00～　オーキットテラス
　歓迎会 18：30～　オーキットテラス

会長挨拶
会長　嶽下 勇治

本日のお客様、徳島ロータリークラブの西野様、米山奨学生の楊宜璇
様ようこそお越しいただき、ありがとうございます。どうぞごゆっくりお
過ごしください。

なぜか今日は、久しぶりのような気が致します。

先週10日から1週間ベトナムへ行ってまいりました。すでに第一陣の
報告があったと思いますが、非常に大きな歓迎を受けてまいりました。
この事業に対する大きな期待と感謝の気持ちが十分に伝わってきた



2014-15年度第1091回（第26回例会）
幹事報告 (1/２１)

副幹事 辻 義光

■1月21日（木）職業奉仕委員会クラブフォーラムでござ
います。小林職業奉仕委員長宜しくお願いいたします。

■1月28日（木）は夜例会でございます。例会後、上半期
新入会員：金森会員・坂本会員の歓迎会がございます。

　　場所：オーキッドテラス

　　例会：18：00～

　　上半期新入会員歓迎会：18：30～

■2月4日（木）委員会報告でございます。各委員長宜し
くお願いいたします。例会後第3回クラブ協議会が開
催されます。理事役員の皆さまご出席宜しくお願いい
たします。

■2月11日（木）は祭日の為例会休会でございます。

■2月18日（木）村橋会員の卓話でございます。

11：30～第1回ノミニー理事会が開催されます。
例会後第9回3月度理事会が開催されます。

■2月25日（木）国際奉仕委員会クラブフォーラムでご
ざいます。
辻一夫国際奉仕委員長宜しくお願いいたします。
同日、IM 第6組第4回会長・幹事「睦輪会」が開催さ
れ会長・幹事が出席いたします。
日時：2016年2月25日（木）18：30～
場所：新大阪ワシントンホテルプラザ 「桜の間」

■地区よりご連絡がございます。

①2月6日（土）9：00～ 2015～2016年度 第2回クラ
ブ国際奉仕委員長会議が薬業年金会館で開催さ
れます。辻国際奉仕委員長ご出席宜しくお願いい
たします。
同日2月6日（土）14：00～ 大阪YMCAにて第1回ク
ラブ戦略計画委員会が開催されます。会長・会長エ
レクトご出席宜しくお願いいたします。

②国際ロータリー第2660地区2015～2016年度第
2回地区献血にご協力宜しくお願いいたします。

献血場所：樟葉駅

時間：12：00～15：00

当日献血活動に終了後懇談会も用意されているそ
うです。

③地区財団ロータリー補助金管理セミナーが開催さ
れます。

日時：2016年2月20日（土）

登録：13：30～

場所：大阪YMCA会館2Fホール
　　  tel：（06）6441-0893

会長エレクト・会長のノミニー・2016～17年度：
ロータリー財団委員長・幹事・社会奉仕委員長・国
際奉仕委員長ご出席宜しくお願いたします。

④地域的社会奉仕活動の一つとして「大和川・石川ク
リーン作戦」のご参加のお願いでございます。

開催日：2016年3月6日（日）午前中　［雨天中止］

開催場所：大和川・石川流域の各市で清掃場所の
設定がされます

詳細は追って連絡されるそうです。　

⑤2016-2017年度PETS：会長エレクト研修セミナー
は3月12日（土）、研修・協議会は4月9日（土）に大
阪国際会議場にて開催されます。

⑥2016～17年度国際ロータリー第2660地区の地
区大会は、大阪北RCがホストクラブを務め、2016
年12月9日（金）・10日（土）に開催されます。

⑦2016年1月のロータリーレートは1ドル＝120円です。

ような気がいたしました。

知り合いのダナン市民の方に話を聞く機会がありま
した。ダナン市民のみなさんも、今回日本からドク
ターが来られているといった情報は得ているようです。
そして、是非とも日本のドクターのいるうちに診てい
ただきたいとの希望もあり、ダナン市民の方が非常に
大きな関心を示していたのが印象に残っています。

日本のドクターとの打ち合わせ食事会の席において、
このようなダナン市民の日本のドクターに対する期
待は予想以上のものがあり、これに十分応えて行き
たいとの想いをおききしました。この時点で、私は今
回のプロジェクトは間違いなく成功するだろうとの確
信を持ちました。

このようなことからも、高性能の機械の贈呈と、日本
の高い技術力を広めようとする今回のVTT事業プロ
ジェクトは非常に意義のある事業ではないかと、考え
させられました。

これからも、第三陣、第四陣と続いて行って頂くことに
なりますが、是非ともこの事業は非常に意義のある大
きな事業をやっているんだ、といった気持を持って
行って頂きたいと思います。

そして、今回初めて外務局へ表敬訪問をさせていた
だきました。局長、副局長とも非常に歓迎の意を表し
て頂きました。今回の事業に大変感謝しているといっ
た挨拶を頂きました。

また、臼田さんを通じたお寺へも数名参加しました。
この事業は2年ほど前から行っているもので、本格的
に支援するのか、継続的に行うかは現在のところ確
定はしていません。

以上で会長の時間を終わります。



職業奉仕委員会クラブフォーラム

小林 俊明 委員長、木村 眞敏 会員、満村 和宏 会員

報告書 木村 眞敏

平成28年1月21日付例会において行われた職業奉仕
フォーラムの、当班における議論の概略は下記の通りで
ある。

記
「会員各自の職業に関し、業界等で守るべき倫理、その
他関連事項ついて」
・不動産鑑定士
会員各位がスキルを維持・向上し、業務を的確に遂
行できるようにするために研修を義務づけている。罰
則でもって上記を担保している。

なお、不動産鑑定評価に関する法あり。

・税理士
上記と同趣旨で、スキルの維持・向上のための研修を
義務づけている年間36時間の受講義務あり。

職務上、依頼者と国税庁の調整役を担うため、中立義
務が課せられている。なお、税理士法あり。

・弁護士
上記と同趣旨で、スキルの維持・向上のための研修を
義務づけている。職務の性質上高度な倫理が要求さ
れているのみならず、監督官庁が存在しないため、弁
護士会自身が詳細な倫理規定集を作成し、5年毎50
年間研修を義務付けている。罰則で上記を担保し、除
名処分も可能。なお、弁護士法あり。

・歯科医師
歯科医師会が設定する倫理規定はないが、歯科医師
法が最低限の倫理を法によって担保している。

・建設業
業界団体に倫理規定ある。なお、建築基準法で最低
限の倫理を義務付けている。

・飲食業
当該地域の飲食店組合が、環境保全・ブランド維持の
ため、悪質業者の進出を阻止している。個人的には、
明朗会計、信用維持に努めている。

家訓 満村 和宏

職業倫理或いは家訓について確認したところ、次の通り
でした。

①そもそも存在しない。

②存在しないが、事業をする上で、「損して得せよ」
「儲けようとするな」をモットーにしている。

③恒に勉強。無茶な金儲けはしない。

④「渡世十訓」という家訓がある。内容は、一般によく
言われるもの。会長の時間で披露？

⑤法律や倫理規定で縛られている。

等、様々でした。

本日のメニュー

寿司定食
先付 柚子豆腐
握り盛合わせ　しま鯵炙り　赤身鮪　海老　穴子
海鮮太巻き寿司　かすご鯛の押し寿司　胡瓜巻き



変革を！
ロータリーを通じて奉仕(プレゼント)を！

2015 - 2016 年度 第2660地区のテーマ

未来に向けて！
そして楽しもう ロータリーを！

2015 - 2016 年度 大阪中之島RCのテーマ

YUJI's MONOLOGUE

ニコニコBOX21
1

嶽下：ベトナムへ行ってきました。ニコニコ

小林：職業奉仕フォーラムです。よろしくお願いします。

辻（一）：ニコニコ

針谷：今日もニコニコ

高島：VTTプロジェクト順調に進んでいます。皆様のご
協力の賜物です。あと1週間よろしくお願いします。

北村：1月25日から28日朝までVTTベトナムへ行って
きます。

坂本：ベトナムは暑かったです。

本日合計 : ￥20,000
 累　計 : ￥1,389,000

●出席報告
会員数 33名 国内ビジター 1名
名誉会員数 6名 外国ビジター 0名
免除会員 1名 国内ゲスト 0名
出席者 22名 外国ゲスト 1名
欠席者 10名

出席率 68.75%
12月19日の修正出席率 90.62 %

●メイクアップ
坂本 　恵 12月17日 SAA委員会会議

●本日のビジター
徳島RC 西野 武明 様

●本日のゲスト
米山奨学生 楊　 宜　 様

皆様、こんにちは。

すみません、ちょっと遅いですが、 あけましておめでとう
ございます。

去年、クリスマスパーティに招待されてありがとうござい
ました。パーティで皆様と話していろいろな勉強になり

米山奨学生 米山奨学生　楊 宜　（ヨウ ギセン）

＜例会＞ 18：00～18：30
例会開会 司会進行 SAA 北村 　讓
開会点鐘  会長 嶽下 勇治
ロータリーソング ソング委員 辻　 一夫
会長挨拶  会長 嶽下 勇治
幹事報告  幹事 檜皮 悦子
委員会報告
出席率報告 出席委員会 村上 俊二
ニコニコ発表 SAA 安達 昌弘
閉会点鐘  会長 嶽下 勇治

＜歓迎会＞ 18：35～20：30
18：35 開　　会 司会進行 西田 末彦
18：36 開会挨拶 親睦委員長 西田 末彦
18：40 乾　　杯 会長エレクト 村橋 義晃
 会食・歓談
19：15 新入会員の紹介と挨拶
  新入会員 金森 市造
   坂本 　恵
20：20 閉会挨拶 直前会長 下岡 陽一郎
20：25 手に手つないで
  ソング委員 辻　 一夫
20：30 閉　　会

上半期新入会員歓迎会
プログラム

日時：平成28年1月28日（木）
会場：太閤園　オーキッドテラス

ました。特に、北村様は日本語の発音についてアドバイ
スをしてくれました。木村（佳弘）様は迷っている時には
決断力と柔軟性を持つようにとおすすめくれました。本
当にありがとうございます。

今年は初めての日本のお正月のことを体験しました。

栗山先生に招待されて、先生のお宅でおせち料理を食
べました。そのうえ、おせち料理のそれぞれの意味を教
えてくれました。全部正しく覚えるのが難しいですが、最
も印象が深いのは黒豆です。まじめに働くように。常に
念頭に置きたいと思います。

また、米山学友会の人たちと一緒に餃子を作ったり、お
年越しそばを食べたり、初詣に行ったりしました。とても
楽しかったです。

今年もこのように豊富な生活を送ることができるように
頑張ります。皆様いつも応援してくれてありがとうござい
ます。


