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会長挨拶
会長

母子の健康月間

金森 市造

2021年4月1日
第1312回（本年度 第34回）例会
本日のプログラム
♬SONG 「国歌
:
・奉仕の理想」
●卓話 わたしの履歴書
前田 隆司 会員

次回 4/8 のお知らせ
♬SONG 「4つのテスト」
:
●卓話 健康維持とピラティス
担当：植屋 亨 会員
講師：石堂 様
本日は、
お手元に配布致しました1枚のデジメについてお話しさせて
頂きます。
No.5の、
「例会出席と職業奉仕の実践の意味」
の2項目から皆さんは、
どんなことを思い浮かべられることでしょう。
「ロータリーはロータリアンが対等の地位に立つ『均一的平等の原
則』
である」。
と言う文面から読み取れる実際の行動としては、私達会
員に何を示唆していると思いますか？

私はこの文面で想い出す事実が、
あります。

動を発せられた時の対応すら理解できず、違った形

齢42歳の出来事です。枚方―くずはロータリーに入

の対応をしたと思います。
ロータリー100年の歴史の

会して2年目でした。当時は、例会を休会したときは、
当該例会相前後1週間の間に、他クラブの例会に

原点の例会の重み、会員諸兄の言動に培われる
「人
間道」
を学べる例会にまずは、出席しましょう。

メーキャップしに行かなければならない！と入会時に
強く教育されていましたのであいにく当該例会日に
出席できない週が有り、その補填に火曜日開催され
ている枚方ロータリークラブの例会場にメーキャップ

幹事報告 (3/25)
2020-21年度第1311回（第33回例会）

幹事 村上 俊二

に行きました。
すると、会場受付には、私がテナントとして入居して
いる
「枚方近鉄百貨店社長」
の浅岡さんが、親睦委員
会のタスキをかけて受付をしておられました。私がビ
ジターとして受付を終えるなり、
その浅岡さんが受付
の机のまわりに会員さんが数名おられる前で、いき
なり
「金森さん、
こんなところに来れる余裕あるんや
な！しっかり家賃払ってもらおう！」
と。
その浅岡さんは、枚方ロータリーに入会して日が浅
い会員でしたので親睦委員会のタスキをしていたの

幹事の村上です。幹事報告をいたします。

です。

それではこれからの行事予定を申し上げます。

私は、入会時の新人研修で「ロータリーは、会員に

■3月25日
（木）
、
本日は太閤園3RC懇親会が昼例会で

なってバッジをつければ、対等の立場であることを保

開かれます。
満村委員長本日よろしくお願いします。

証されている。その重みの義務と権利をわきまえて

■4月1日
（木）、
この日の卓話は前田会員であります。

先輩会員を見習うこと」
と教育受けていました。

前田会員ご準備よろしくお願いします。

私は、
その場で反論せずに診療室に帰るやいなや総

尚、午前11時30分より5月度役員会が開かれます。

務部長にことの次第を伝えて、浅岡社長に
「人前で、
テナント料をあげたい！と言われたので、
その言葉の
お返しに
『私も近鉄に貸している部屋の賃料をあげ
ます！』
と伝える。」
ように申し出た。後日、浅岡社長は、
事の次第の重みを理解したのか？謝罪したいと申し
出たので、私は上記のバッジの重みを浅岡社長に若
輩をも省みず伝えた。
その結果、浅岡社長は、私に一
目置いたようで、私を可愛がって頂き、社長在任中は
もちろんのこと、社長退職後もわざわざ、奈良の自宅
から歯科治療に通院して頂いた。浅岡社長の私に対
する対応を見習って、私も自分の言動の非を教えて
頂ける人には、素直に教えを請う事が出来るような

■4月8日
（木）、
この日の卓話は植屋会員です。植屋
会員ご準備よろしくお願いします。
例会終了後、社会青少年奉仕委員会により、大阪
市中央急病診療所にN95医療用マスクを寄贈す
る為訪問します。
今回は地区補助金299,750円がおりましたので、
同額を当クラブの拠出金としてプラスして合計
599,500円分の医療用マスクを寄贈いたします。
参加者は金森会長、村上幹事、辻義光社会青少年
奉仕委員長、栗山会員、高島会員の5名であります。
■4月15日（木）、
この日の卓話は満村会員でありま

人になりたいと思いながら、実行の難しさを痛感して

す。満村会員ご準備よろしくお願いします。

います。

午前11時30分より第3回ノミニー理事会が開かれ

この事実は、
まさに、2項目目の「例会は『世のため、

ます。

人のためになる仕事』
を目指す職業奉仕の実践の場

また例会終了後5月度理事会が開かれます。

である
（四つのテストの唱和）」を体得した事例であ
ると今でも強く信じています。私が、
ロータリーに新人
研修をしっかり受けていなければ、ある意味いろん
な関係を理解せずに公衆の面前で前述したような言

■4月22日（木）、
この日の卓話は村橋会員でありま
す。村橋会員ご準備よろしくお願いします。
■4月29日（木）、
この日は昭和の日の祝日により休
会となります。

太閤園３ＲＣ合同懇親会
親睦委員長

満村 和宏

太閤園3クラブ合同懇親会が、令和3年3月25日に、
参加会員73名で開催されました。鶴見ロータリー俱
楽部は、
今年になっても例会を開催されていなかった
ので、参加するか否かについて慎重に検討されてい
ましたが、
無事3クラブで開催することが出来ました。
企画はマジシャン隼人のマジックショーでした。一昨
年のクリスマス家族会に出演していただいたときの

記憶は鮮明に残っていました。期待通りのマジックを
披露して頂き、檜皮会員の、ネタばらしへのトライを
跳ね返した見事なカードマジックや数字マジック、は
たまた3人の触感マジックなど、何度見ても驚きの連
続でした。閉会の挨拶で、城北ロータリークラブの
（セ
ンター）青木副会長が、例会場が代わっても3クラブ
の懇親会を続けたいと提案されました。又の機会が
訪れることを期待して、閉会となりました。

3

tulations!
Congra
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ニコニコBOX

辻（一）
：ニコニコ！
村上：本日の3RC懇親会、満村委員長よろしくお願い
いたします。
栗山：3RC懇親会楽しみです。親睦委員の皆様、
ご苦
労様です。
戸田：僕のクリニックの近くでバイクが新御堂から落
ちる事故がありました。
皆さん、交通事故にご注意ください。
高島：太閤園3クラブ最後の懇親会。淋しいですね。
辻（義）
：ニコニコ
吉田：ニコニコ

米山奨学委員会より早瀬会員が
米山功労者の表彰を受けました。

嶽下：ニコニコ
前田：明日から次女家族と沖縄へ行きます。
檜皮：三クラブ合同懇親会、親睦活動小委員会の皆様、
お世話になります。

4月のお祝い
Congratulations!

植屋：マジックショー、ニコニコ
満村：今日はマジックショーをお楽しみください。

●誕生日

小原：ニコニコ

上山 英雄 ［ 4 日］
北村 薫 ［14日］
上瀬 匠 ［16日］

本日合計 : ￥34,000
累
計 : ￥939,924

佐賀野 雅行 ［23日］
戸田 佳孝 ［28日］

先週のニコニコの合計金額および累計額が間違っておりました。
正しくは「合計 125,924円／累計 905,924円」
でした。
訂正してお詫びいたします。

●事業所設立記念
村上 俊二
株式会社サンキ［昭和43年］
金森 市造
金森歯科医院［昭和47年］
福田 忠博 株式会社天満橋鑑定事務所［昭和54年］
小林 俊統
小林俊明法律事務所［昭和58年］
佐賀野 雅行 株式会社ミヤビグループ［平成 2 年］
満村 和宏
堂島総合法律事務所［平成 5 年］

●出席報告

●結婚記念日
安達 昌弘 ［ 2 日］
栗山 博道 ［ 8 日］
吉田 了 ［ 8 日］

会員数
35名
名誉会員数
7名
免除会員
0名
出席者
30名
（リモート参加0名）
欠席者
5名

国内ビジター
外国ビジター
国内ゲスト
外国ゲスト

出席率
3月4日の修正出席率

85.71 %
77.14 %

●本日のゲスト
米山奨学生
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