
　改めまして、こんばんは。本日は、地区大会のご
案内に大阪東ロータリークラブの堀隆様がお越しく
ださっています。　後ほどご案内、よろしくお願い
します。
　8月 7日、の例会を台風のために休会といたしま
した。この振替として 2018 年 6月 11日の休会日
に例会を開催いたします。6月は、年度末となるこ
とから行事も多く、振替を判断し、理事会で承認を
得ました。
　また、11月 20日は友人招待例会を開催させて
いただきます。これは、皆様のご友人の方にロータ
リークラブを知っていただき、入会への一助となる
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卓話　「交通安全について」
吹田警察署交通安全課
　　　　　　　警部補　松田　浩二郎　様
　　　　　　　警部補　青柴　将　史　様
　　　　　　　　　　　坂本会員ゲスト

「君が代」
奉仕の理想

ゲスト紹介 親睦活動委員　仁科会員

よう企画したものです。
一人でも多くの方をお誘いいただきますようお願
いいたします。
　さて、今日も、明るく、元気にいきましょう。
「ロータリーは楽しい」「ロータリーは楽しい」
ありがとうございました。

2017-2018

心に残る言葉、箴言、格言　　

　最澄、空海、ヒンズー教の教えと宗教色の強い言
葉を前回まで続けて、紹介しましたので、今回は、
ちょっと人間味のある泥臭い格言です。
　しかし、言いえて妙と思っておりますし、奥深い
言葉です。

金持ち喧嘩せず

地区大会実行委員会・登録受付委員長
　　　　　　　　　　　　大阪東ＲＣ　堀　隆　様



出席報告
●会　員　数 05   名　●出席会員数 42名 
●来　　　客　 1名 ●本日の出席率89.36％
●7月　24日の出席率（メーキャップ含む）100％

出席委員会　　木田委員長

幹事報告 西村幹事

・献血活動を　明日 8 月 29 日 10 時からビケンテ
クノさんの所で開催します。
参加お願いします。
・今週　9 月 1 日金曜日は江坂企業協議会担当のク
リーンデーです。
　7 時 30 分に江坂公園にて集合です。参加よろし
くお願いします。

社会奉仕委員会 橋本(芳)理事

　8 月は会員増強月間になりますので、ガバナー事
務所からポスターを頂戴しております。そして今年
の会員増強目標は女性会員を含めて 2名です。
　私は当地域の代表的な皆様を良く存じあげません
ので、ぜひ会員の皆様から良い候補者のご推薦をお
願いいたします。
　また、今年の 11 月 20 日の例会日を友人紹介例
会として理事会の承認を頂きましたので、どうぞ皆
様の友人をお誘いいただきますようお願いいたしま
す。

会員増強委員会 鈴木委員長

　2017 年 9 月 1 日の金曜日、19：00 より、今年
度第 1 回目の炉辺談話をクラブ奉仕担当で行いま
す。場所は東急 REI ホテル（東急ハンズ）地下１ F
のイタリア料理　ロッソ江坂です。
　今回のテーマは「Make a difference」について皆
さんで論議したいと思います。
ご参加の程、宜しくお願いいたします。尚、会費は
￥6,000 です。

クラブ奉仕委員会 木下理事

1. 先週会長挨拶にあったメークアップについては、
　理事会で決定させていただきました。
2. クラブ概況の校正ができましたので、原稿を提
　出された方のＢＯＸへお入れしました。
　ご確認の程、宜しくお願い致します。
　間違いは朱書きで訂正し 8 月 31 日までに事務局
　までお願い致します。
3. 熊本県益城町長より、寄付のお礼状を頂いてお
　ります。

堀様ご挨拶 

　今年度の地区大会は今秋、11月 10日 ( 金 )、11
日 ( 土 ) と 2日に亘り、帝国ホテル大阪、とNHK
大阪ホールで開催されます。一人でも多くのロータ
リアンのご参加をどうぞよろしくお願い申し上げま
す。　

お誕生日のお祝い　9月

昭和 11年 9月   3 日　澤井会員
昭和 13年 9月 18日　田中会員
昭和 18年 9月 10日　阪本会員
昭和 40年 9月 27日　橋本（幸）会員
                                  　　以上会員 4名
　　　　　9月   4 日　 田中会員夫人
　　　　　9月 11日　 荻田会長夫人
　　　　　9月 27日　 小林会員夫人
　　　　　　　　　 以上会員夫人 3名



坂口ＳＡＡ

本日のニコニコ箱　 2 5,000　円
累計のニコニコ箱　264,000　円
ニコニコＢ　　　　　13,000　円

　小林会員、田中会員、坂口会員より、特別寄付を
いただきました。
ご協力ありがとうございました。

小林会員よりお知らせ

　私事ではありますが、満 70 歳の誕生日をゴルフ
発祥の地であるスコットランドのセントアンド
リュースで家内共々迎えました。今後も健康的で楽
しくゴルフを続けていきたいと思います。
　プロの写真家である秋山真邦氏が作成した、来年
のセントアンドリュースのカレンダーが出来上がり
ましたので、皆様にご利用していただきたく、お配
りいたします。

　6月 8日より当クラブから、昨年度会長の井伊さ
んご夫妻、木田夫婦の 4 人で参加しました。大阪
ナイトが開催されるまでは、野球観戦やアトランタ
名所ツアーに参加しました。「Maggiano ‘Little 
Italy」店にて 10 日 19 時より 2660 地区『大阪ナ
イト』が開催され総勢 124 名のロータリアンが参
加しました。松本進也ガバナーのご挨拶で開会し、
若林パストガバナーが、今年度の国際大会コーディ
ネーターとしての講演をされました。私が地区国際

米山記念奨学会委員会 杦本委員長

●大阪東 RC　堀　隆様
　今年度の地区大会は今秋、11月 10日 ( 金 )、
11 日 ( 土 ) と 2日に亘り、帝国ホテル大阪、と
NHK大阪ホールで開催されます。一人でも多くの
ロータリアンのご参加をどうぞよろしくお願い申
し上げます。
●荻田会長　大阪東 RC　堀様、地区大会のご案内
にお越しいただきありがとうございます。
●新井会員　嬉しいことがありました。
●鈴木会員　坂本一成会員のポストの書類を取違
いしまして、すいません。陳謝
●堀　会員　連続欠席のおわびです。
●仁科会員　誕生日のお祝い、ありがとうござい
ました。
●山下会員　初めての卓話です、宜しくお願いし
ます。

アトランタ国際大会報告
16-17 地区国際奉仕委員会　　　　
　　　　　　　　　　　委員長　木田　昌宏　

卓話 1
奉仕委員長としてアトランタ国際大会参加お礼を
させたいただいた後、大谷透パストガバーの乾杯
により開宴いたしました。最後に片山勉会長エレ
クトにより閉会のご挨拶がありました。
　翌 11 日には、国際大会の開会式が、Georgia 
World Congress Center にて開催されました。本会
場前のブースでは　『友愛の家』が設営されていま
した。最も興味深いのが、各国のロータリークラ
ブのブースです。それぞれのクラブの特徴を活か
したブースには、世界中のロータリアンが集まり
ます。
　開会式では『ロータリー財団 100 周年記念の鐘』
が、国際大会の開始を告げました。
　ロータリー財団 100 周年等の講演があったり『ビ
ルゲイツ氏』の講演がありました。まさにロータ
リークラブが、国際的な団体であることを実感す
る場だと思います。多くのゲストを迎えたすばら
しい国際大会であった事をご報告いたします。　



　「私の職業」と言うテーマにて、何でも良いから
ダスキンの何かを紹介して欲しいとの事でしたの
で、働き方改革の一環として今が旬の話題と成って
いる「有期雇用者の無期雇用への転換」と「限定正
社員制度」について、ダスキンの取組みを紹介しま
す。

　2012 年の労働契約法の改正により、『有期労働
契約が 5 年を超えて反復更新された場合は、労働
者の申込みにより無期労働契約に転換される。』と
言うことで、来年 4 月 1 日以降、無期雇用への転
換申込みが出て来るようになります。
　弊社の場合は、良い人材は長く働いて頂きたいと

卓話２
　　　　　　　　　　　私の職業　山下会員

して、この仕組みを 2006 年に導入しており、1 年
毎の有期雇用契約で 3 年経過後に、何ら問題の無
い方は、無期雇用者に転換する仕組としており、定

います。
　また、昨年度よりは、行政が進める所の「限定正
社員への転換」として、正社員のコースを従来の「総
合職」「エリア総合職」に加えて「エリア専任職」
を設けました。従来のコースに比べて仕事の幅は小
さいですが、非正規社員の向上意欲のある方にとっ
ては、大きなチャンスと捉えて頂いています。
更に、コース転換として、総合職・エリア総合職へ
の登用の条件等の詳細を検討中です。
この様な取組みをする事で、以下の効果が出ており
ます。

・無期契約に切り替えることで、雇い止めを気にす
ること無く、安心して働き続けて貰う
・業務に精通した社員に長く働いて貰う事で、安定
した労働力の確保が可能に
・採用や教育コストが削減、即戦力となる優秀な人
材を正社員として登用が可能に
　ご清聴、ありがとうございました。
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