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第1182回（本年度 第25回）例会

会長挨拶
会長　村橋 義晃

新年明けましておめでとうございます。

今年も皆様方には、健康で元気な姿で新年を迎えられお慶び申し上
げます。

皆様のご協力を頂き、今年度上半期を無事に終えられました事、感
謝申し上げます。

本年も京都にて越年し、元旦は厚い雲に覆われていましたが、東山と
雲の間からの初日の出に手を合わせてまいりました。

本日のプログラム

次回 1/25 のお知らせ
♬SONG : 「4つのテスト」
■上半期新入会員歓迎会のため夜例会
　18：00～　例会
　18：30～　歓迎会　　
　会場：桜苑
　北村 薫 会員
　丸山 澄高 会員

♬SONG : 「我ら中之島」
●卓話　ことばの不思議さ
　檜皮 悦子 会員



2017-18年度第1181回（第24回例会）
幹事報告 (1/11)

幹事  辻 義光

■本日は、新年の初例会です。
　村橋会長、辻幹事の新年の挨拶のあと、職業奉仕
委員会フォーラムがあります。

　例会終了後、14：10より第8回2月度理事会があり
ます。理事役員の皆様、出席おねがいいたします。

■1月18日（木）の卓話は檜皮会員です。檜皮会員よ
ろしくお願いいたします。

■1月25日（木）は夜例会と上半期新入会員歓迎会
です。

　1．例会　　　　　　18：00

　2．新入会員歓迎会　18：30

午後から伏見稲荷大社に初詣に参拝し、御籤をひい
たところ初めての「大大吉」に目を疑いましたが、そ
の一文をご紹介致します。

「このみさとしは、所願成就福徳円満の兆しである。
但し法外の欲望を起すと、すべてを失い、不幸の底に
沈む事あり、信仰をもっぱらとし、施しを怠るな」

その内容を読み、俗人への教えであると納得した次
第です。この気持を忘れず、良き年になる様、日々を
大切に進んでまいりたいと思います。

■地区より「2017-18年度第2回クラブ国際奉仕委
員長会議のご案内」が来ております。

　1．日時：2018年1月20日（土）10：00～12：00

　2．場所：OMMビル2階　会議室

■地区より｢2018-19年度のための地区チーム研修
セミナー｣のご案内が来ています。

　このセミナーは次期委員長と地区委員が新年度に
向けて就任に備える為に開催されます。次年度地
区委員の皆様はご出席のほどお願いいたします。

　出欠の回答は2018年1月26日まで。

　1．日時：2018年2月10日（土）13：00～16：54

　2．場所：大阪国際会議場 3階　イベントホールA

■地区より「会長エレクト研修セミナー（PETS）出席
義務について」の案内が来ています。

　1．日時：2018年3月3日（土）

　2．場所：大阪国際会議場

　西田会長エレクト、出席お願いいたします。

▲お誕生日のお祝い：左より丸山 澄高会員・辻 義光会員・村橋 義晃会長

▲事務所創立記念日のお祝い：左より岡本 啓吾会員・村橋 義晃会長



会長　村橋 義晃

今年度のスタートは、予期せぬ2年続けての会長を

務める事となり、充分な準備も出来ない状態で新年

度を迎えましたが、今年度の上半期クラブ行事計画

は、理事役員、各委員会、会員各位のご理解とご協力

にて、計画を無事に終えることが出来ました。改めて

感謝申し上げます。

この半期を振返り、クラブ創立25周年記念事業とし

て、10月21日に行われた式典・祝宴共に盛会に終え

られ、ゲストの方々から賞賛の言葉を頂けた事、そし

て、翌日の台風の中、台北福齢RCの皆様と共に早瀬

会員にお世話頂き、陽松庵にて座禅体験を行い、記

憶に残る事業になりました。ご尽力頂きました実行委

員会、親睦委員会、そして、会員の皆様に感謝申し上

げます。

11月には、三世代合同社会奉仕事業として、大阪水

上隣保館の子供達にエイサーの衣装等の贈呈と発

表の機会を提供し、食事を喜んで食べる子供達の表

情等から、何故、この様な子供達が・・・と、様々な思

いを抱かれた事と思います。

12月には、社会奉仕事業として永年続けている成美

学寮を訪問し、備品の贈呈と恒例の餅つきを行いな

がら、この事業の継続是非について考える必要があ

ると思いました。

これからの下半期において、今月21日から国際奉仕

事業として行う、ベトナム・ダナン病院への医療支援

継続事業である医療機器贈呈に行ってまいります。

2月22日には、三世代合同例会のホストを務め、大阪

幹事　辻 義光

皆様、新年明けましておめでとうございます。

大阪中之島RCの幹事を仰せつかり、村橋会長のもと

皆様に助けられ、無事半年間クラブの行事を滞りなく

行えたこと、皆様に感謝いたします。

前半では8月のはじめてのインターアクト海外研修旅

行、10月の大阪中之島RC25周年事業、11月の三世

代合同例会と行事があり、後半も1月ベトナム医療支

援事業の視察、6月台北福齢RC20周年事業への参加、

日程が不確定ではありますがモンゴルへの救急車寄

贈支援事業における現地視察も予定しております。

あとの半年間何とか乗り越えていければと思ってい

ます。

次年度の西田会長エレクト、藤本副幹事にスムーズ

に引き継げるように心がけていく所存です。

引き続き皆様のご協力、ご支援のほど、よろしくお願

いいたします。

新年の挨拶

会長 村橋 義晃、　幹事 辻 義光

天満橋RC、大阪大手前RCとの合同社会奉仕事業と

して行った、水上隣保館への支援事業の報告を行う

予定です。

3月には、太閤園3RC合同懇親会が予定され、これら

の下半期、計画している事業を滞りなく進めてまいり

ます。

地区においても次年度に向けた準備が本格的に始

まり、2月には、3日のR財団補助金管理セミナー、10

日の地区チーム研修セミナー、3月3日にはPETSが開

催され、行事の大半が次年度に向けた活動が中心と

なります。

そして、これから始まる西田年度のスタートに向けて、

皆様と共に盛り上げて参りたいと存じます。

本年の皆様のご多幸を祈念申し上げ、新年の挨拶と

させて頂きます。



ロータリーの職業奉仕を考える
地区職業奉仕委員会  委員長　北村 讓

昨今、世界と日本のロータリーの職業奉仕にズレが
生じているのではないかという意見が寄稿されたり、
いやそうではなく基本に悖らないなら国別のロータ
リーの考えを認めれば良いと、昨年のロータリーの
友1月号、4，5月号に考えを寄稿されていました。

その事について歴史的背景を参考に考えを述べた
いと思います。

2016年の規定審議会（4月10～15日シカゴ）で
16-10「奉仕の第2部門を改正する件」の決定で5，6
行目が追加され下記の通り変更になりました。

1．ロータリーの草創期
①1905年2月23日の“シカゴクラブ”設立当初
　（1）会員の利益交換
　（2）会員の親睦 ― 会員の利益のみを考えた

②1907年（3）シカゴ市の最善の利益及び市民とし
ての誇りと忠誠とを市民の間に広めることが加
えられた―これで奉仕することが可能になった

③1911年5月11日に、メンバーの資格を当初のも
のから「シカゴ市における合法的な実業または
専門職に携わる社長、共同経営者、取締役、マ
ネージャー、エイジェント、など善良な性格であ
り、その上に道徳的に立派であるとの世評を得
ている男性がクラブの会員にふさわしい」と改
正された―このことにより精神面の優秀性に重
点を置き量より質を重んじることになる

1911年8月21～23日　第2回国際大会（ポートラ
ンド）

アーサー・フレデリック・シェルドン
自分の販売哲学（職業奉仕の理念）から「He 
profits most who serves best.（最も良く奉仕す
る者、最も多く報われる）」を演説した

ベンジャミン・フランクリン・コリンズ
自分のクラブの方針は「Service, Not Self 自己
犠牲の（自己をなくす）奉仕」だと演説した
その後、“NOT SELF”は最適ではないと「Service 
Above Self 超我の奉仕」になった

＊1950年6月第41回国際大会（デトロイト）で
正式な2つのモットーとして採択

◎1920年10月20日 我が国最初の東京ロータ
リークラブが設立

1921年4月1日 世界で855番目のクラブとして、
国際ロータリーが加盟を承認

2．「職業奉仕」の歴史的歩み
①1923年　決議23-34　ロータリーの奉仕の理
念を明確に定義づけた決議23-34の第1項

ロータリーは、基本的には、一つの人生哲学
であり、それには利己的な欲求と義務および
これに伴う他人のために奉仕したいという感
情とのあいだに常に存在する矛盾を和らげよ
うとするものである。この哲学は奉仕―「超我
の奉仕」―の哲学であり、「最もよく奉仕する
者、最も多く報われる」という実践的な倫理原

職業奉仕委員長　早瀬 道圓

職業奉仕クラブフォーラムですので時間を30分延長
して、地区職業奉仕長の北村様に講師をお願い致し
たいと思います。

株式会社ユニバーサル園芸社の職場見学は2018年
1月18日の例会後に訪問する約束をしています。

私は今年、80歳になりますので、子供食堂を開設しよ
うと思っております。ご協力ください。

戸田副委員長よりフォーラムの説明を致します。

職業奉仕委員会クラブフォーラム

早瀬 道圓 委員長、講師：地区職業奉仕委員会　北村 讓 委員長

定款　第6条　五大奉仕部門

2.奉仕の第二部門である職業奉仕は、事業およ
び専門職務の道徳的水準を高め、品位ある業
務はすべて尊重されるべきであるという認識
を深め、あらゆる職業に携わる中で奉仕の理念
を実践していくという目的を持つものである。

会員の役割には、ロータリーの理念に従って自
分自身を律し、事業を行うこと、そして自己の職
業上の手腕を社会の問題やニーズに役立てる

則に基づくものである。

と定義づけられ、ロータリーと何か、二つのモッ
トーを含み―「奉仕の理念」―奉仕の哲学を表
した唯一の貴重な文書で、今日においても、非常
に大事な決議だと思います。

②1927年　オステンド国際大会（ベルギー）  4大
奉仕の制定　

③1931年　ハーバート・テーラーが「四つのテス
ト」を考案し実践、その後、RI理事会は職業奉仕
の構成要素として採用
1954年　「四つのテスト」の版権をRIに寄贈

④1987年　「職業奉仕に関する声明」　職業奉仕
は会員個人とクラブ双方の責務である

―ロータリークラブとクラブ会員の役割―

・クラブの役割…模範事例の提示、プロジェクト
の開発

・クラブ会員の役割…自分と自らの職業を律す
ること、プロジェクトに応えること

この声明は、1987年にRI理事会で採択され、
2013年規定審議会で決議案13-157「ロータ
リーの目的の第2項を職業奉仕の指導原理とし
て採択することを奨励する」の採択に対応し、
2014年1月のRI理事会で現在のものに修正さ
れています。

⑤2008年　ロータリーの樹2008　職業奉仕は
ロータリーの根幹

⑥2016年　標準ロータリークラブ定款「奉仕の第
二部門」改正　クラブの奉仕活動について追記
された

―奉仕の第二部門の定款変更―

・個人として行う職業奉仕（個人奉仕）とクラブと
して行う職業奉仕活動の相違点

3．The ideal of service（奉仕の理念）を実践する手
段が職業奉仕である。
奉仕の哲学…「超我の奉仕」
実践の哲学…「最もよく奉仕する者、最も多く報い
られる」

4．職業奉仕活動は何を考えて行動するか
内なる職業奉仕

・自分つくり…ロータリーの目的の第2項をでき
るように自分を高める

・内なる人づくり…会員同士お互いが「ロータ
リーの目的の第2項」を出来る様に切磋琢磨する

他者への職業奉仕

・外なる人つくり…内なる職業奉仕で培っていく
自分達の職業から得た経験を地域社会、青少
年に還元して行く

5．ロータリーの目的
第2　職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事
はすべて価値あるものと認識し、社会に奉仕する
機会としてロータリアン各自の職業を高潔なもの
にすること

6．ロータリアンの行動規範
ロータリアンとして、私は以下のように行動する。

１）個人として、また、事業において、高潔さと高い
倫理基準をもって行動する。

２）取引のすべてにおいて公正に努め、相手とそ
の職業に対して尊重の念をもって接する。

３）自分の職業スキルを生かして、若い人びとを導
き、特別なニーズを抱える人びとを助け、地域
社会や世界中の人びとの生活の質を高める。

４）ロータリーやほかのロータリアンの評判を落と
すような言動は避ける。

7．渡辺好正元RI理事が考えられたロータリーの樹
2013年の規定審議会で採択されました。この
「ロータリーの樹」は基本理念であるThe ideal of 
service（奉仕の理念）実践する手段が職業奉仕で
あることを分かりやすくした図です。

ために、クラブが開発したプロジェクトに応える
ことが含まれる。



ここまで述べさせて頂いたことから職業奉仕とは、各
自が事業を行う上で自分の職業を高い倫理基準に保
ち、役に立つ仕事は価値あるものと認識し、高潔なも
のとすることである。そして、その考えで得た経験や知
識を仲間のロータリアン、地域社会、青少年に模範を
示し指導して行く事が、職業奉仕ではないでしょうか。

日本に初めてロータリークラブが1920年に設立され
ました。それが、急速に発展したのも日本古来の職業
観とロータリーの職業奉仕が合致した結果ではない
でしょうか。

ロータリーの「奉仕の理念」を実践する①「最もよく奉
仕するもの、最も多く報われる」「One profits  most 
who serves best」・②「超我の奉仕」「Service Above 
Self」の哲学はロータリーの根本で、それを実践する
手段が職業奉仕であるならロータリーの根幹は「職
業奉仕」であると思います。

1．ロータリーの草創期
①1905年2月23日の“シカゴクラブ”設立当初
　（1）会員の利益交換
　（2）会員の親睦 ― 会員の利益のみを考えた

②1907年（3）シカゴ市の最善の利益及び市民とし
ての誇りと忠誠とを市民の間に広めることが加
えられた―これで奉仕することが可能になった

③1911年5月11日に、メンバーの資格を当初のも
のから「シカゴ市における合法的な実業または
専門職に携わる社長、共同経営者、取締役、マ
ネージャー、エイジェント、など善良な性格であ
り、その上に道徳的に立派であるとの世評を得
ている男性がクラブの会員にふさわしい」と改
正された―このことにより精神面の優秀性に重
点を置き量より質を重んじることになる

1911年8月21～23日　第2回国際大会（ポートラ
ンド）

アーサー・フレデリック・シェルドン
自分の販売哲学（職業奉仕の理念）から「He 
profits most who serves best.（最も良く奉仕す
る者、最も多く報われる）」を演説した

ベンジャミン・フランクリン・コリンズ
自分のクラブの方針は「Service, Not Self 自己
犠牲の（自己をなくす）奉仕」だと演説した
その後、“NOT SELF”は最適ではないと「Service 
Above Self 超我の奉仕」になった

＊1950年6月第41回国際大会（デトロイト）で
正式な2つのモットーとして採択

◎1920年10月20日 我が国最初の東京ロータ
リークラブが設立

1921年4月1日 世界で855番目のクラブとして、
国際ロータリーが加盟を承認

2．「職業奉仕」の歴史的歩み
①1923年　決議23-34　ロータリーの奉仕の理
念を明確に定義づけた決議23-34の第1項

ロータリーは、基本的には、一つの人生哲学
であり、それには利己的な欲求と義務および
これに伴う他人のために奉仕したいという感
情とのあいだに常に存在する矛盾を和らげよ
うとするものである。この哲学は奉仕―「超我
の奉仕」―の哲学であり、「最もよく奉仕する
者、最も多く報われる」という実践的な倫理原

則に基づくものである。

と定義づけられ、ロータリーと何か、二つのモッ
トーを含み―「奉仕の理念」―奉仕の哲学を表
した唯一の貴重な文書で、今日においても、非常
に大事な決議だと思います。

②1927年　オステンド国際大会（ベルギー）  4大
奉仕の制定　

③1931年　ハーバート・テーラーが「四つのテス
ト」を考案し実践、その後、RI理事会は職業奉仕
の構成要素として採用
1954年　「四つのテスト」の版権をRIに寄贈

④1987年　「職業奉仕に関する声明」　職業奉仕
は会員個人とクラブ双方の責務である

―ロータリークラブとクラブ会員の役割―

・クラブの役割…模範事例の提示、プロジェクト
の開発

・クラブ会員の役割…自分と自らの職業を律す
ること、プロジェクトに応えること

この声明は、1987年にRI理事会で採択され、
2013年規定審議会で決議案13-157「ロータ
リーの目的の第2項を職業奉仕の指導原理とし
て採択することを奨励する」の採択に対応し、
2014年1月のRI理事会で現在のものに修正さ
れています。

⑤2008年　ロータリーの樹2008　職業奉仕は
ロータリーの根幹

⑥2016年　標準ロータリークラブ定款「奉仕の第
二部門」改正　クラブの奉仕活動について追記
された

―奉仕の第二部門の定款変更―

・個人として行う職業奉仕（個人奉仕）とクラブと
して行う職業奉仕活動の相違点

3．The ideal of service（奉仕の理念）を実践する手
段が職業奉仕である。
奉仕の哲学…「超我の奉仕」
実践の哲学…「最もよく奉仕する者、最も多く報い
られる」

4．職業奉仕活動は何を考えて行動するか
内なる職業奉仕

・自分つくり…ロータリーの目的の第2項をでき
るように自分を高める

・内なる人づくり…会員同士お互いが「ロータ
リーの目的の第2項」を出来る様に切磋琢磨する

他者への職業奉仕

・外なる人つくり…内なる職業奉仕で培っていく
自分達の職業から得た経験を地域社会、青少
年に還元して行く

5．ロータリーの目的
第2　職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事
はすべて価値あるものと認識し、社会に奉仕する
機会としてロータリアン各自の職業を高潔なもの
にすること

6．ロータリアンの行動規範
ロータリアンとして、私は以下のように行動する。

１）個人として、また、事業において、高潔さと高い
倫理基準をもって行動する。

２）取引のすべてにおいて公正に努め、相手とそ
の職業に対して尊重の念をもって接する。

３）自分の職業スキルを生かして、若い人びとを導
き、特別なニーズを抱える人びとを助け、地域
社会や世界中の人びとの生活の質を高める。

４）ロータリーやほかのロータリアンの評判を落と
すような言動は避ける。

7．渡辺好正元RI理事が考えられたロータリーの樹
2013年の規定審議会で採択されました。この
「ロータリーの樹」は基本理念であるThe ideal of 
service（奉仕の理念）実践する手段が職業奉仕で
あることを分かりやすくした図です。



2016年のRIの定款第6条の2職
業奉仕について「自己の職業上
の手腕を社会の問題やニーズに
役立てるためにクラブが開発した
プロジェクトに応えることが含ま
れる。」が追加された。しかし、定
款はあくまで基準であって、RIも

「最終的には各クラブの裁量に任せる」と明記している。

RIは今後、主婦層の会員も増やし会員増強したい考え
なので、職業奉仕にこだわらない姿勢をとっているのか
もしれない。しかし、現在の日本のロータリーは各分野
で一流の人々で構成されているのでクラブの裁量権を
行使するのが妥当であると考える。勿論、日本のロータ
リーもRIの変化に伴って変化している。本田博己氏（「職
業奉仕」はロータリーの根幹か？ロータリーの友.
VOL65.NO.1:14-17,2017）での「日本のロータリーの
ガラパゴス化」という表現には違和感を覚える。

仏教の六波羅蜜（1.明るく優しい顔で接する眼施・顔
施、2. 温かい言葉をかける言施、3. 恐怖心を取り除き
穏やかな心を与える無畏施、4. 何かをお手伝いする身
施、5. 善い行いをほめる心施、6. 場所を提供する座施・
舍施）を行うことはすべて奉仕である。職業奉仕にこだ
わる必要はない。

テーブルディスカッション（Aテーブル）

メンバー（敬称略）：早瀬、高島、福田、村橋、辻義光、
樋口（大阪RC）、檜皮、戸田（書記兼発表者）

私共のテーブルでは各会員の職
業奉仕についての考え方を議論
いたしました。

職業奉仕は会員それぞれの考え
に基づいて実施される事が大事
で、その考えに沿ったクラブ活動
（社会奉仕、国際奉仕等）が基本

であるべきだとの意見が多くございました。

また、職業による対価としての利益についても様々な考
えがございまして利益を上げその利益を再投資し循環
させる事により奉仕につなげるとのご意見や、奉仕であ
る以上、自己犠牲までとは言わないが献身的に取り組
む心持ちが必要ではないかとのご意見もございました。

国際的に見て、日本と世界の国々では社会奉仕の位置
づけが異なっていると言われておりますが、共産主義社
会にはそもそも職業奉仕と言う理念は無く、資本主義国
での理念であり、その理念は各国々の宗教に基づいて
形成されていき、それぞれの国で宗教が違うように、そ
の位置づけが異なる事は問題ないのではとの事です。

最後に、職業奉仕の基本的な考え方は個々に「世のた
め人のために奉仕をする心を持って職業を営む」事が
重要だと認識しました。

テーブルディスカッション（Cテーブル）

メンバー（敬称略）：西田、木村、嶽下、辻（一）、安達、丸山、藤本

テーブルディスカッション（Bテーブル）

メンバー（敬称略）：北村（讓）、北村（薫）、村上、山本、栗山、
下岡、杉村

ロータリークラブの根幹は職業奉仕にあるという概念の
基づき、個人または団体における奉仕かということにつ
いて話し合いを行った。

・奉仕というのは個人的な施しで
あるべきである。

・金銭的は施しではなく“汗を流
す”奉仕活動を行うべきである。

・ロータリークラブをアピールで
きる奉仕活動を行うべきである。

・奉仕をするという心があれば個人でも団体でもよい。

・奉仕先のニーズに合った、また喜んでもらえるような奉
仕活動であれば個人でも団体でも良い。

・ロータリアンとして“4つのテスト”に照らし合わせ“みん
なに公平か”“みんなのためになるかどうか”の“みんな”
は自分と関係のある人々にサービス（奉仕）をするべき
である。



日　時：2018年1月11日（木）　14：10～14：45
場　所：太閤園　2F　サファイアルーム
出席者：村橋・西田・木村・杉村・北村（譲）・下岡・早瀬・辻（一）・嶽下・山本・辻（義）・藤本　以上12名（敬称略）
配布資料
　1．三世代合同例会プログラム 　2．国際奉仕委員会  事業計画書 　3．2017-2018年度下半期年間行事計画

2017-2018 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）

下半期に入りまして今年度もあと半年ですが、今後の
事業が滞りなく実行できますように理事会の皆様方
には、どうぞご協力を宜しくお願い致します。

【確認・審議事項】

1. 三世代合同例会の件
・2月22日（木）三世代合同例会
・プログラム内容の確認,一部訂正
・三世代合同社会奉仕事業報告の実施方法について
※今年度について、大阪水上隣保館にタオルなど日
用品の寄贈を検討

2. 太閤園3RC合同懇親会の件
・合同懇親会が3月14日（水）に行われるため、3月15
日（木）の例会を例年通り3月14日（水）に振り替えし、
合同懇親会の前に実施する

　⇒［ 承認 ］

3. 松任会員の出席率について

・村橋会長に一任する。

現在本人と面会の確約が取れ、面会により本人の意
志確認を行う。

4. 次年度地区広報委員の推薦について

・候補者：井本会員

　⇒［ 承認 ］

5. 国際奉仕委員会事業計画案

・「国内でもできる国際奉仕事業」

日時：2月15日（木）　国際奉仕委員会クラブフォー
ラム計画、予算案

　⇒［ 承認 ］

閉会の挨拶（西田会長エレクト）

本日はクラブフォーラムに続きましてこの理事会と大
変、お疲れ様でした。早いもので今年度もあと半年で
す。皆様には引き続きご協力をお願い申し上げます。

【’18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

1日（木）

8日（木）

15日（木）

22日（木）

1184

1185

1186

1187

27

28

29

30

委員会報告

国際奉仕委員会クラブフォーラム
各国米山奨学生パネルディスカッション

三世代合同例会

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

各委員長

卓話担当：井本会員

国際奉仕委員会 :
嶽下委員長

IM6組会長・幹事会
　日程：2/23（金）18：00～

･2016年のRIの定款第6条の2職業奉仕について
「自己の職業上の手腕を社会の問題やニーズに役
立てるためにクラブが開発したプロジェクトに応え
ることが含まれる。」が追加された。しかし、それぞれ
の国で宗教が違うように、職業奉仕の位置づけがそ
れぞれの国で異なるのは当然である。定款はあくま
で基準であって、RIも「最終的には各クラブの裁量
に任せる」と明記している。日本のロータリーが培っ
てきた「職業奉仕はロータリーの根幹である」という
意見を見直す必要はないと考える。

大阪中之島RC職業奉仕フォーラム　まとめ テーマ：職業奉仕はロータリークラブの根幹か？

･職業奉仕の基本的な考え方は個々に「世のため人
のために奉仕をする心を持って職業を営む」事が
重要だと考える。

･ロータリークラブの職業奉仕というのは個人的な施
しであるべきであり、金銭的は施しが中心ではなく、
“汗を流す”奉仕活動を中心に行うべきである。

・今後はロータリークラブをアピールできる奉仕活動
にも力を入れるべきではあるが、その際、奉仕をす
るという心があれば個人でも団体でもよい。



ニコニコBOX

村橋：新年明けましておめでとうございます。本年も
どうぞよろしくお願いいたします。

西田：皆様、明けましておめでとうございます。

辻（義）：今年もよろしくお願いします。

木村：ニコニコ

早瀬：月初です。ニコニコ

辻（一）：明けましておめでとうございます。

嶽下：新年明けましておめでとうございます。

吉田：謹賀新年  ニコニコ。早退します。ごめんなさい。

福田：明けましておめでとうございます。

山本：明けましておめでとうございます。
村橋会長はじめ執行部の皆様、頑張って下さい。

高島：謹賀新年、今年もよろしくお願いします。

下岡：本年もよろしくお願いします。

北村（讓）：今年もよろしくお願いします。
本日の職業奉仕卓話、宜しくお願いいたし
ます。

村上：本年も宜しくお願いします。

檜皮：明けましておめでとうございます。
地区職業奉仕北村委員長、宜しくお願いします。

北村（薫）：明けましておめでとうございます。今年も
宜しくお願いします。

戸田：明けましておめでとうございます。

栗山：明けましておめでとうございます。ニコニコ

杉村：明けましておめでとうございます。今年も宜しく
お願いいたします。

本日合計 : ￥55,000
累　計 : ￥1,029,000

11 ●出席報告
会員数 32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 2名 国内ゲスト 0名
出席者 24名 外国ゲスト 0名
欠席者 6名

出席率 80.00 %
12月7日の修正出席率 90.00 %

●メイクアップ
高島 凱夫 12月  8 日 第3会諮問委員会

1

小　鉢 柚子豆腐
造　り 鰆　鮪　烏賊　妻いろいろ
煮　物 竹の子　わかめ　海老真丈　梅京人参　木の芽
八　寸 魚柚庵焼き　出汁巻　黒豆真丈
 若桃　有頭海老　瓢箪
蒸し物 帆立と湯葉の茶碗蒸し
食　事 赤飯
香の物 二種盛り
止　椀 赤出汁

本日のメニュー

【’18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

5日（木）

12日（木）

19日（木）

26日（木）

1193

1194

1195

1196

36

37

38

39

第11回5月度理事会
第3回ノミニー理事会

卓話担当：満村会員

卓話担当：村上会員

卓話担当：西田会員

卓話担当：岡本会員

地区研修・協議会（ホスト：大阪南）
　日程：4/7（土）

◆春のRYLAセミナー（ホスト：未定）

【’18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

1日（木）

8日（木）

15日（木）

22日（木）

29日（木）

1188

1189

1190

1191

1192

31

32

33

34

35

卓話担当：金森会員

卓話担当：木村眞敏会員

卓話担当：北村譲会員

卓話担当：栗山会員

卓話担当：松任会員

第10回4月度理事会
第2回ノミニー理事会

PETS（会長エレクト研修セミナー）
　日程：3/3（土）
太閤園３ＲＣ合同懇親会
　日程：3/14（水）
IM6組（11クラブ）ロータリーデー
　日程：3/17（土）

●本日のビジター
 大阪RC 樋口 信治 様


