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職業奉仕月間
月間テーマ（1月）

第1136回（本年度 第24回）例会

会長挨拶
会長　村橋 義晃

本日のプログラム

次回 2/2 のお知らせ
♬SONG : 「国歌・奉仕の理想」
●卓話　別れたいの」と言われたら
　　　　＝実話をもとに＝
　講師　宇野 勢津 様
　安達 昌弘 会員

♬SONG : 「4つのテスト」
■新年懇親夜例会
　例　会　18：00～
　懇親会　18：35～
　　　　　オーキットテラス

今月は、職業奉仕月間です。本日の卓話時間は、満村職業奉仕委員
長に職業奉仕クラブフォーラムをお願いしています。

職業奉仕について、ガバナー月信1月号に掲載されたガバナーメッ
セージの一文を紹介します。

ジョン・ジャームRI会長は、就任前のインタビューで、「全てのロータ
リーが持つべき、中核となる資質と人格とはどのようなものでしょう
か？」という問いに『最も大切な中核的価値観は「高潔性」“integrity” 
です。高潔性が無ければ何もないのと同じです。』と答えておられます。



2016-17年度第1135回（第23回例会）
幹事報告 (1/19)

幹事  杉村 雅之

ホームクラブ例会プログラムの報告です。

■1月19日（木）
本日は職業奉仕委員会クラブフォーラムです。満村
職業奉仕委員長よろしくお願いいたします。

例会終了後、第8回2月度理事会を開催致します。
理事・役員の皆様出席のご予定をお願い致します。

■1月26日（木）
夜例会・懇親会です。
　例会開始時間：18：00
　親睦会開始時間：例会終了後18：40頃～

■2月2日（木）
安達会員の卓話です。ご準備よろしくお願いいたし
ます。

例会終了後、第3回クラブ協議会を開催致します。
多くの会員の皆様のご出席をお願い致します。

今年度第2回クラブ戦略計画委員会を開催致します。
　時間：例会前　11：00～
　会場：太閤園4F　寿の間
委員の皆様出席ご予定をお願い致します。

■2月9日（木）
檜皮会員の卓話です。ご準備よろしくお願いいたし
ます。

例会前11：30より第1回ノミニー理事会を開催致
します。次年度理事・役員の皆様出席のご予定をお
願い致します。

例会終了後、第8回2月度理事会を開催致します。
理事・役員の皆様出席のご予定をお願い致します。

『高い職業倫理感をもった高潔な人格がロータリア
ンには求められ、ロータリアンは、自らの職業を通じ
て社会のニーズを満たし、自己の職業に品位と道徳
水準を高め、自らを取り巻く人達の模範となり、道徳
的能力の向上に努めるべきだとされています。日本
の伝統的な「職業奉仕論」はこのことを強調している
のだと考えます。』

「高潔」という言葉の意味は、「心がけ高く、清らかな
こと」と掲載されています。

この様に職業奉仕がロータリーの目的第二項に掲げ
られており、その意味の大切さをご理解頂けると思い
ます。

職業奉仕の意味は、「何をどの様にすることなのか?」
という疑問の答は、我々自身の足元に在るのかもし
れません。

ご紹介しました「職業奉仕」を念頭に置いて頂きなが
ら、例会後半のクラブフォーラムを有効な機会にして
頂きたいと思います。

■2月16日（木）
国際奉仕委員会クラブフォーラムです。
栗山国際奉仕委員長よろしくお願いいたします。

■2月23日（木）
早瀬会員の卓話です。ご準備よろしくお願いいたし
ます。

地区委員会、その他の報告です。

■第2回三世代クラブ有志合同懇親会
日時：1月27日（金）　18：30～
会場：ル・クロ・ド・マリアージュ
所在地：中央区谷町2-2-22　NSビル2F
　　　  TEL.06-6942-9686
会費：7,000円
※大阪大手前RC様のお世話により開催致します。

■クラブ戦略計画委員長会議
日時：2月4日（土）　10：00～12：00
会場：YMCA
出席対象者：会長、会長エレクト、クラブ戦略計画

委員長

■地区財団補助金管理セミナー
日時：2月4日（土）　14：00～
会場：YMCA
出席対象者：会長エレクト、会長ノミニー、ロータ

リー財団担当

福田会員が２０１７-１８年度の
ガバナー補佐エレクトの委嘱状を受けました

大阪城東RCより大道 一弘様と山本 建策様が
お見えになりました。



職業奉仕について基本的
な考え方 藤本 淳司

・職業には倫理規定がある
が、倫理規定の主旨をよく
理解しなければ違った意
味になり、その本質を理解
する事が必要である。

・時代の流れで人それぞれ
の考え方も変わり、自分の
考えを押し付けるのでは

なく、相手の気持ちに立って物事を考え、自分自身も
相手と同じ立場に身を置く体験で相手の気持ちの理
解が深まる。

・近年、規制が厳しくなり業績が落ちたが、その打開策
として従業員のボトムアップによる意見の集約や責任
を持たすことにより業績の回復を図った。また、自身も
積極的に行動する事を心がけている。

・憧れてその職業に就いたが、実際に職業に就くと色々
な問題があり、その問題の解決と改善に努めてきた。

・それぞれの職業で倫理感や規制は千差万別だが、
もっとも大切な事は高潔性で志を高く持つ事だが、企
業は利益を追求する事が一つの目的で高潔性とバラ
ンスの取れた立ち位置を考える必要がある。

・時代と共に倫理性と高潔性を世間が求める事が多く
なった。説明をしっかり行い、選択肢を提示できるよう
にする。

等々、多くの意見が出ましたが、倫理性、高潔性につい
ての議論が多く、時代に即した柔軟な考えが必要で、
ロータリーの4つのテストを実践して行く事で職業奉仕
につながるのではとの事です。

職業奉仕のあり方について 
戸田 佳孝

・職業奉仕と親睦がロータ
リーの始まりであり、ポー
ル･ハリスは元々、利害関
係を除外するために1業種
1会員としたが、それが
ロータリーの奉仕活動を
する上に役立つように思
う。なぜならば、奉仕活動
にはいろいろな職種の知

識や経験が必要とされるからである。

・ロータリーの職業奉仕は禅の修行に似ている。座禅も
凡人は一人では続けるのがむつかしいが、3～4人集
まれば、周りを意識するから続く。職業奉仕でも「あの
人も頑張っているのだから、私も自分の仕事に頑張ろ
う」と思える。ロータリークラブが荒んだ世相の20世紀

職業奉仕委員会クラブフォーラム

満村 和宏 委員長、辻 義光 会員、木村 佳弘 会員、戸田 佳孝 会員、藤本 淳司 会員

のシカゴで誕生した背景には、会員同志信頼し合い、
励まし合いながら、自分の仕事をまじめに行うという
理念があったからである。

・同感である。ロータリーの5つの奉仕の中で職業奉仕
が一番、何をして良いのかわかりにくいが、ロータリー
クラブに入って、種々の分野で活躍する人と話しをす
る機会が増え、身の引き締まる思いである。

・教養を身につけることが職業奉仕に役立つと思う。高
潔であるためには人格を磨くことが必要である。従っ
て、美術館に行くのも座禅をするのも職業奉仕に役立
つと感じている。

・職業奉仕をしながら「やってやった」と意識を持たない
ことが高潔である。奉仕には見返りを求めないことが
高潔さにつながると思う。

・自分の業界の既得権益を優先せず、常に社会のことを
考えて、仕事をすることが職業奉仕につながると考える。

以上のような意見がでました。

今回は、職業奉仕委員会の
倶楽部フォーラムを開催し
ました。前半30分程度で、4
テーブル毎に、①職業奉仕
のあり方に対し基本的な考
え、②職業奉仕活動につい
ての悩み、問題点について、
意見を交わして頂きました。

終了後、各テーブルの代表
者によって、結果発表をして
頂きました。内容は、「職業

奉仕の基本は、各人の職業人としての高潔性や高い倫
理観である」ということにつきるのかもしれません。

具体的に出た意見としては、「現場の意見を聞いて顧客
の立場に立った仕事を考えること」、「価値相反の場合
は別として、倫理観を代償にして金儲けに走ることは慎
むべき」、「従業員を雇用することが、ロータリーの職業
奉仕に繋がる」、「4つのテストに照らして仕事をするこ
と」、等々でした。

これらの詳細については、後日、地区委員会に報告させ
て頂きます。

次に、残り20分弱の時間で、私が、地区委員会が作成さ
れた「ロータリーの職業奉仕」と題するパワーポイントの
資料に基づいて、職業奉仕のあり方について説明をさ
せて頂きました。地区委員会では、各クラブの委員長を
集めて勉強会を何度か開催しています。その際、いつも
言われるのは、「奉仕」という日本語には、自己犠牲の意
味合いがあるが、「Service」という場合、自分にとっても
得るものがあるということに違いがあるということです。

これは、2大標語として紹介されている、「超我の奉仕」と
「もっともよく奉仕する者がもっとも多く報いられる」によ
く表されていると思います。

イラストの「ロータリーの樹」で説明されているように、
職業奉仕は幹であり、「4つのテスト」や「ロータリアンの
行動規範」に照らして行動することが重要です。

地区委員会では、「I Serve」という個人の宣言を基に、各
人が「自分つくり」をなし、クラブ内において「内なる人
づくり」、「社会の中で「外なる人づくり」を推奨されてい
ます。　　

本年度の職業奉仕委員会の行事は、座禅体験で自分を
見つめる機会に接していただき「自分つくり」の実践を
体験して頂きました。次の企画では、「内なる人づくり」
につながる職場見学として「裁判員裁判傍聴体験」をし
て頂きます。素人である裁判員の所作振る舞いは、重い
裁判であればあるほど、責任の重大性の自覚を表すの
ではないかと思います。

これ以外にも、会員の皆様が希望される企画を実現した
いと思いますので、皆さんご協力のほどお願いします。



職業奉仕のあり方について 
辻 義光

１．会員それぞれ自己の職
業に誇りを持って、社会
に役立つ仕事を行う。

２．四つのテストに照らし合
わせた仕事をしているこ
と。

３．仕事を通じて収益を得、
その収益の中からロータ

リーを通じて社会奉仕、国際奉仕に役立てる。

４．従業員を雇用することが、ロータリーの職業奉仕に
繋がる。

５．自己の利益のみを追求するのではなく、相手が満足
するようなビジネスを目指すことが奉仕となる。

職業奉仕のあり方について 
戸田 佳孝

・職業奉仕と親睦がロータ
リーの始まりであり、ポー
ル･ハリスは元々、利害関
係を除外するために1業種
1会員としたが、それが
ロータリーの奉仕活動を
する上に役立つように思
う。なぜならば、奉仕活動
にはいろいろな職種の知

識や経験が必要とされるからである。

・ロータリーの職業奉仕は禅の修行に似ている。座禅も
凡人は一人では続けるのがむつかしいが、3～4人集
まれば、周りを意識するから続く。職業奉仕でも「あの
人も頑張っているのだから、私も自分の仕事に頑張ろ
う」と思える。ロータリークラブが荒んだ世相の20世紀

職業奉仕のあり方について 
木村 佳弘

本来、会員それぞれが自分
の仕事を通じて、利益を得
ながら社会のニーズに応え
ることが職業奉仕だと思う。
（奉仕という言葉を使うので
解りにくくなるが、自分を犠
牲にしてということではない
と思う。）

日　時：2017年1月19日（木）　14：10～
場　所：太閤園　2F　サファイアルーム
出席者：村橋・嶽下・井戸本・西田・木村（佳）・高島・満村・栗山・辻（義）・檜皮・杉村・永井　以上12名（敬称略）

2016-2017 年度 第8回　2月度定例理事会議事録

開会の挨拶（村橋会長）
今年度上半期の活動を終え、下半期においては、次
年度につなげる土台を何かの形で作っていければと
思います。
クラブは会員にとってどういう存在なのか、逆に会員
はクラブにとってどういう存在なのか、この相互関係
の中でより良いクラブを作っていくものだと考えます。
地区内の中堅クラブという目標のもと、今年度・次年
度、これから将来に向けて建設的なクラブを作ってい
くことが重要です。
本日もよろしくお願い致します。

【報告・協議事項】

1. 2016年～17年度　年間行事計画について
追加事項・変更箇所：

・2月2日（木）第2回クラブ戦略計画
　　　　　委員会（例会前）

・2月9日（木）卓話担当者：檜皮会員
・2月23日（木）卓話担当者：早瀬会員

（地区行事　追加・変更箇所）
・2月4日（土）クラブ戦略計画委員長会議
・2月11日（土）地区チーム研修セミナー
・3月4日（土）IM6組ロータリーデー
・3月11日（土）PETS（会長エレクト研修セミナー）

2. 新しい同好会『食の会』（仮名）設立について
活動趣旨：飲食を共にすることで会員の親睦を深める
※メイクアップの対象にならない。

　⇒［ 承認 ］

3. 創立25周年記念式典について
創立25周年実行委員会に次年度親睦活動委員長を
陪席で出席してもらう。　⇒［ 承認 ］

4. 台北福齢RCへの公式訪問について
福齢RCに確認した上で、採決する。

のシカゴで誕生した背景には、会員同志信頼し合い、
励まし合いながら、自分の仕事をまじめに行うという
理念があったからである。

・同感である。ロータリーの5つの奉仕の中で職業奉仕
が一番、何をして良いのかわかりにくいが、ロータリー
クラブに入って、種々の分野で活躍する人と話しをす
る機会が増え、身の引き締まる思いである。

・教養を身につけることが職業奉仕に役立つと思う。高
潔であるためには人格を磨くことが必要である。従っ
て、美術館に行くのも座禅をするのも職業奉仕に役立
つと感じている。

・職業奉仕をしながら「やってやった」と意識を持たない
ことが高潔である。奉仕には見返りを求めないことが
高潔さにつながると思う。

・自分の業界の既得権益を優先せず、常に社会のことを
考えて、仕事をすることが職業奉仕につながると考える。

以上のような意見がでました。

ただし、職業奉仕で、皆で具体的に何かするということ
になると、なかなか難しい。

昨年の9月、早瀬会員にお世話になり、陽松庵で座禅体
験をしたり、今回満村会員のお世話で地裁の裁判を見
学したりすることで、それぞれの職業の一端を知ること
になるし、高潔性について考えることにもつながるので
はないかと思う。

また、国際奉仕に近いかもしれないが、海外取引先の
オーナー等で日本にまだ来たことがない人を日本に呼
んで、日本の文化について知ってもらったりしている。今
後も自分の職業を通じてこのようなことも続けていきた
いとの話もあった。



1月19日（木）、SAAと親睦活動小委員会による合同懇親会を吉寅にて開催いたしました！ 美味しい鰻をいただき大
変盛り上がりました。

SAA・親睦活動小委員会 合同懇親会

【’17年2月 行事予定】　（平和と紛争予防/紛争解決月間）
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

2日（木）

9日（木）

16日（木）

23日（木）

1137

1138

1139

1140

25

26

27

28

国際奉仕委員会クラブフォーラム

第2回クラブ戦略計画
委員会（例会前）

第3回クラブ協議会

第9回3月度理事会
第1回ノミニー理事会

卓話担当：安達会員

卓話担当：檜皮会員

栗山国際奉仕委員長

卓話担当：早瀬会員

クラブ戦略計画委員長会議
　2/4（土）10：00～／YMCA
地区財団補助金管理セミナー
　2/4（土）14：00～／YMCA
地区チーム研修セミナー
　2/11（土）13：00～／大阪国際
　会議場
IM5組ロータリーデー
　2/18（土）
IM2組ロータリーデー
　2/25（土）
IM6組会長・幹事会
　2/25（土）／ヒルトン大阪

【’17年3月 行事予定】　（水と衛生月間）
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

2日（木）

9日（木）

16日（木）

23日（木）

30日（木）

1141

1142

1143

1144

1145

29

30

31

32

33

卓話担当：井戸本会員

卓話担当：井本会員

卓話担当：木村眞敏会員

卓話担当：木村佳弘会員

卓話担当：北村会員

第10回4月度理事会
第2回ノミニー理事会

【’17年4月 行事予定】　（母子の健康月間）
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

6日（木）

13日（木）

20日（木）

27日（木）

1146

1147

1148

1149

34

35

36

37

　

第11回5月度理事会
第3回ノミニー理事会

卓話担当：栗山会員

卓話担当：満村会員

卓話担当：村上会員

卓話担当：永井会員

地区研修・協議会
　日程：4/15（土）
　会場：国際会議場
◆クラブ戦略計画委員会

IM6組ロータリーデー
　（ホスト：大阪城東RC）
　日程：3/4（土）12：30～
　会場：Hニューオオタニ大阪
PETS（会長エレクト研修セミナー）
　日程：3/11（土）13：30～
　会場：国際会議場

5. 大阪中之島基金について
趣意書・規程を臨時総会に上程する。　⇒［ 承認 ］

閉会の挨拶（井戸本会長エレクト）
いつもながら熱心なご審議ありがとうございます。
昨日18日の日経新聞の「私の履歴書」に、カルロス・
ゴーンが今シリーズを出しています。その中に、『人間
のモチベーションを左右する最も重要なものは、【帰

属意思】だと思う・・』。と書いていました。これを読んで
直感的に私が感じましたのは、私ども大阪中之島ロー
タリークラブで目指している中堅クラブがあります。
会員がそれぞれ、この大阪中之島ロータリークラブに
所属する事。その事がモチベーションですから、目指す
のは中堅クラブではないかと、この様に思っております。
経営的な話をして申し訳なかったと思いますが、閉会
の挨拶とさせて頂きます。ありがとうございました。



ニコニコBOX

村橋：本日のクラブフォーラム、満村委員長よろしくお
願いします。

嶽下：ニコニコ

井戸本：遅れましたが皆さん、おめでとうございます。
満村さん、卓話楽しみです。

杉村：本日もよろしくお願いします。

西田：いよいよ本格的な冬になりましたね。

満村：今日のフォーラムよろしくお願いします。

栗山：ニコニコ

吉田：ニコニコ

高島：一時下火だったインフルエンザが勢いを取り
戻しています。ご用心を！

金森：戸田先生、お世話になりました。有難うございま
した。

小林：寒さに負けず元気に頑張りましょう。

辻（一）：理事会欠席です。申し訳ありません。

下岡：ニコニコ

村上：本日の卓話、満村会員楽しみにしています。

木村（佳）：ニコニコ

戸田：満村さん、クラブフォーラム楽しみにしています。

坂本：ニコニコ

大阪城東RC大道様・山本様：
3月4日のインターシティーミーティング、ご参加
よろしくお願いします。

本日合計 : ￥46,000
累　計 : ￥1,301,220
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1

●出席報告
会員数 32名 国内ビジター 2名
名誉会員数 7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 27名 外国ゲスト 0名
欠席者 4名

出席率 87.09 %
12月8日の修正出席率 93.54 %

●本日のビジター
大阪城東RC 大道 一弘 様
 山本 建策 様

●メイクアップ
梅原 一樹 12月  9 日 地区大会晩餐会

・サーモンのゼリー寄せ
・牛フィレ肉のベーコン巻きステーキ

温野菜添え きのこソース
・生ハムとトマト・マンゴーのサラダ、コーヒー、パン

例会開会 司会進行 SAA 高島 凱夫

開会点鐘  会長 村橋 義晃

ロータリーソング ソング委員 戸田 佳孝
会長挨拶  会長 村橋 義晃

幹事報告  幹事 杉村 雅之

委員会報告
出席率報告 出席委員会 藤本 淳司

ニコニコ発表 SAA 井本 万尋

閉会点鐘  会長 村橋 義晃

18：35 開　　会 司会進行 辻　 一夫

18：36 開会挨拶 親睦委員長 辻　 一夫

18：40 乾　　杯 会長エレクト 井戸本 泰次
 会食・歓談
20：20 閉会挨拶 直前会長 嶽下 勇治

20：25 手に手つないで
  ソング委員 戸田 佳孝

20：30 閉　　会

懇親夜例会プログラム
日時：平成29年1月26日（木）
会場：太閤園　オーキッドテラス

＜例会＞ 18：00～18：30

＜懇親会＞ 18：35～20：30

本日のメニュー


