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平成21年12月23日（水・祝）於：高砂市青年の家（体育室）

例会風景

（平成21年12月23日例会）
第２５回

通算１４３１回

1. 平成２２年（２０１０年）１月のロータリーレート
９０円／US＄
2. 『ロータリーの友 インターネット速報版』
No.410（２００９年１２月２２日発行）が届きました。
3. 高砂市学校保健会から『保健だより（Ｈ２１年１２月
２１日発行）』が届きました。
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平成21年度
１.
２.
３.

４.

５.

６.
７.

新世代の主張プログラム

実施日 平成２１年１２月２３日（水・祝）
場 所 高砂市青年の家（体育室）
発表者
高 砂 高 校 ２年 中谷 安那
本当の幸せ
高砂南高校 １年 政田 憲斗 数学・理科甲子園
松 陽 高 校 ３年 小林 未奈 ベストな選択
松 陽 高 校 ２年 田川 亜衣 わたしのここから
白 陵 高 校 １年 片岡麻理菜 臓器移植について
来 賓
開会 会長あいさつ
登
幸人 （高砂市長）
高砂R.C. 大村会長
佃
昌典 （高砂市教育長）
國分 光雄 （高砂市青少年健全育成連絡協議会会長）
富樫 睦宏 （高砂高校校長）
黒田 兼生 （高砂南高校校長）
瀬戸川 孝 （松陽高校校長）
川副 義文 （白陵高校教頭）
（敬称略）
日 程
受付開始
１３：００
開
会
１３：３０
開会の挨拶
１３：３５（高砂ロータリークラブ会長）
登市長あいさつ
市長挨拶
１３：４０（高砂市長）
来賓紹介
１３：４５
新世代の主張 １３：５０（意見発表と参会者の質疑や助言）
及び意見交換
講
評
１５：１０（高砂市教育長）
閉会の挨拶
１５：２０（高砂青松ロータリークラブ会長）
閉
会
１５：３０
主
催
高砂ロータリークラブ
高砂青松ロータリークラブ
共
催
高砂市・高砂市教育委員会
講評 佃教育長
高砂市青少年健全育成連絡協議会

高砂高校 富樫校長 高砂南高校 黒田校長 松陽高校 瀬戸川校長

白陵高校 川副教頭
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高砂高校２年
中谷安那さん

高砂南高校１年
政田憲斗さん

松陽高校３年
小林未奈さん

松陽高校２年
田川亜衣さん

コメント
高砂R.C. 中野会員

コメント
高砂R.C. 佐野会員

コメント
高砂R.C. 坂井会員

コメント高砂青松R.C.
小西会員

白陵高校１年
片岡麻理菜さん

コメント高砂青松R.C.
青木会員

閉会 会長あいさつ
高砂青松R.C. 菱田会長

発表者集合写真
会場風景

國分青少協
会長
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私の仕事は，不動産賃貸およびその管理業です。
会社名は場所によって違うので数社あるのですが，ニッセイ
マンション ニッセイコーポという名前の賃貸マンションが仕
事場です。
私は日野商事㈱という会社でそれらのマンションの管理を
行っています。
この仕事に携わる業界の方はかなり多いのですが，賃貸物件
の管理を自ら行う会社はあまり見かけません。また，不動産業
者なので仲介する。管理をする。ということも少しですが行っ
ています。
何をしているかというと，
管 理…… 入居と退去の管理がありますが，
入居について… 仲介業者さんからの紹介や，直接申し込みに来られた方を審査して，お部
屋を案内します。私どものマンションの場合，業者さんからの申し込みよ
り，直接申し込む方のほうが多いんでありがたいです。
退去について… 退去の立会いと清算を行います。
普通は未清算のガス代や水道代，電気代を清算して，敷金を返して終わり
です。
部屋に傷をつけたり，普通ではつかない汚れをつけている部屋について原
状回復の見積もりを行いますが，年に一人くらいです。
リフォーム…退去した部屋は新しく入る人のためにリフォームを行います。
基本的にこちらで行える修理はすべて自分たちで修理します。
水道や排水管取替え，コンセント取替え，床の張替え，防水，建具の補修，鍵の交
換などは，当方で行います。
修 理…… 入居中の排水の詰まりや漏水，器具の破損などもできる範囲で一次補修を行いま
す。
そのあと必要に応じて業者を呼び
ます。
土地利用… 敷地を利用して，倉庫やガレー
ジ，駐車場を賃貸しています。
曽根地区は個人自営業者が多いの
で，倉庫は常に満室です。
だいたいそのような仕事が表の仕事で，次
に，昔の大家さんのような入居者の生活の手
助けをしています。この部分が私の職業奉仕
の部分だと考えています。
生活の手助けなので出産から，葬式まで全
て携わってきました。
出 産…… 病院探し。市への申請手助け。主
人が間に合わない場合産婦人科に
連れて行く。
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子ども…… 児童手当などの申請の手助け。保育園探し。小学校に案内する。子守り。いたずら
を叱る。
いたずらさせないよう対策を立てる。病院や夜間急病センターの紹介。
生 活…… 入居者の不満を聞く。（仕事，夫婦，世間）離婚相談。結婚相談。病気の相談。別
居家族の相談。防犯対策。賃料に対する相談。
老 人…… 独居老人への声かけ。話し相手。デーサービスや老健施設の紹介。必要なら病院ま
での送迎。
生活保護… 手続きの手助け。声かけ。民生委員さんとの連携。
死 亡…… 葬式の手配。ホールの紹介。葬式の受付。手続きの手助け。
など，こんなことをしております。
私どもの仕事は施設がその土地にあるわけですから，地域に溶け込み，かつ，知っていただ
いて，何か必要があれば気軽に声を掛けてもらえることを心がけています。
先代より３５歳から４０歳の間，青年会議所に入れてもらい，仕事以外の事を多くさせても
らったおかげで知り合いも増え，自分がひとりで仕事をしなければいけないようになったとき
大いに励まされ，力になってもらえました。
その時代があって，ロータリーに入れていただいて，こうして卓話をする機会を与えられた
とき，自分はこんな仕事をしていると人様に話せるようになったと先代には感謝しておりま
す。
この仕事で，いちばんうれしいのは，退去してから困ったときに相談に来てくれたり，子ど
もや親戚を入居させてくれたり，自分たちが再入居してくれるケースです。
また，直接面識がないのに，前の入居者が紹介してくれたと入居してくる方がいらっしゃる
ことも，ありがたく思っています。
ですから，入居いただくときにはできるだけ気持ちよく入居していただき，退去されるとき
も気持ちよくお世話になりましたと退去していただけるよう努めています。

タイ国，チェンライロータリークラブへのクン
パイヤ文庫支援打ちきりに関して最終報告をいた
します。
１２月１２日にチェンライロータリークラブの
現会長様と最初に支援契約をした時に，熱心に係
わってくださった，ポンチャイ様の二名にタイ語
と日本語をセットにして発送いたしました。
文面内容については前回報告いたしました通り
でございます。なお，数回に及び検討いたしました時に各人から提出されました資料なら
びに無記名アンケートについては，
一括して記録委員会にお渡しして保管いたしますので，
ご覧になりたい人は申し込んで見て下さい。
タイへの送付文のタイ語文については，
松尾会員に御協力いただいた事を申し添えます。
松尾会員ありがとうございました。
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第２４回

通算１４３０回

1. 東播第２グループI.M.が次の通り開催さ
れます。参加登録方お願いします。
(1)開催日

平成２２年２月６日（土）
２月３日（水）の移動例会

14：00

受付開始

14：30

式典

15：15

弾き語り（坂牛八州）

15：45

日本人のこころ
黒田美江子先生

18：00

懇親会

19：45

閉宴

(2)会

場

ウエディングパレス鹿島殿
高砂市阿弥陀町地徳275-3
Tel 079-447-1002
2. 財団法人ひょうご子どもと家庭福祉財
団より『2009ハンディキャップにまけ
ないサマープログラム募金』（社会奉
仕委員会担当）の報告と御礼状が届い
ています。…回覧しています。
3. 財団法人ひょうご子どもと家庭福祉財

高砂R.C. 脇谷 政孝
青木先生，先日はお世話になりました。
おかげ様で隔離状態から解放されました。

岡本

崇司

本日は職業奉仕についての卓話をいたします。
ツタナイ話ですが，よろしくお願いします。

竹原

俊三・嶋谷

拓雄・田水

敬雄

岡本さん，本日の卓話楽しみにしています。

廣瀬

明正

いよいよ年末となりました。
どうか皆様よい新年をお迎え下さい。

菊地

敬子

西田さん，カレンダーありがとうございまし
た。大事に飾らせていただきます。

松尾

毅

無事帰国いたしました。（タイ）
寒い日本です。

菱田
内海

克己・志方 正昭・大森
薫・増田耕太郎・佐野

千里
栄作

花を飾りましょう。

田中

浩行

元当クラブ会員 橋本和廣さんのご逝去心から
ご冥福をお祈りいたします。

井野

隆弘

早退させていただきます。

団より，『協会だより第36号』が届い
ています。…回覧しています。
4. 『友』インターネット速報N o . 4 0 9 号
（2009年12月15日発行）が届いていま
す。…回覧しています。
5. ロータリー米山記念奨学会より
『ハイライトよねやま118号（2009年12
月11日発行）』が届いています。…回
覧しています。

◎ 次週１２月２３日（祝）は新世代会議例会
です。
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（12月16日例会）
花の色

花の名

濃いピンク

バラ

プリザーブドフラワー

特

色

花言葉
感

謝

生花に特殊加工を行い，生花のままの美しさと
柔らかい質感を長期間楽しむことができるように
したお花です。

クリスマスオブジェ

＿＿̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
Ans.
Q81. ロータリー理解推進月間 Q82. R.I. Q83. 1978. 6. 24 Q84. 松尾会員

例会記録 2009. 12. 16（水）通算1507回
ソ

ン

グ

「奉仕の理想」「四つのテスト」「歓迎歌」

来訪ロータリ
アン報告

脇

出席報告

１２月 ２日 会員数４８名 欠席者 ３名 出席率９２.８６％＜修正による＞
（この内出席免除者９名（出席３名））

谷

政

孝

様（高砂R.C.）

１２月１６日 会員数４８名 欠席者１２名 出席率７２.０９％
（この内出席免除者９名（出席４名））

