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職業奉仕月間
月間テーマ（1月）

第1232回（本年度 第28回）例会

会長挨拶
会長　西田 末彦

本日のプログラム

次回 2/8 のお知らせ

♬SONG : 「4つのテスト」
■上半期新入会員歓迎夜例会
　18：00～　例会
　18：30～　歓迎会
※次週、2月7日（木）の例会は2月8日（金）に
　振り替えです。
　お間違えの無いようにお願い致します。

■大阪天満橋・大阪大手前・大阪中之島
　三世代合同例会
　12：30～14：00
　帝国ホテル　八重の間

先日、当クラブの戸田会員が「THE 名医の太鼓判」にテレビ出演して
いるのを見ていたら、名医が選ぶ体に良い食品の10番目にリンゴが
紹介されておりました。僕も知らなかったんですが肺の活性化に良い
らしい。リンゴの皮の部分に多く含まれるポリフェノールが特にいい
らしいです。食べ方はリンゴを輪切りにして食べると皮も気にならず



に食べれるのでお勧めです。

さて本日は職業奉仕クラブフォーラムです。村上委員
長宜しくお願い致します。そこでガバナー月信の1月
号に職業奉仕について山本ガバナーが書かれてい
る記事を少し紹介したいと思います。

現在は、標準ロータリークラブ定款第4条、RI定款第
4条のロータリーの目的の第2項が職業奉仕の土台
となっています。「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」

さらに2016年標準ロータリークラブ定款第6条には
「奉仕の第2部門である職業奉仕は事業及び専門職
種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生か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事。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為、ク
ラブが開発したプロジェクトに応える事が含まれる」
そして2660地区ビジョン第2項に「ロータリーの原点
である親睦と職業奉仕を根幹とし、世界及び地域社
会で良い変化を生み出します」と書かれています。

■本日は職業奉仕委員会クラブフォーラムです。

　村上職業奉仕委員長、宜しくお願い申し上げます。

■1月31日（木）上半期新入会員歓迎会です。

　例会：18：00～

　新入会員歓迎会：18：30～

■2月8日（金）大阪大手前RCホストの三世代合同例
会です。

2018-19年度第1231回（第27回例会）
幹事報告 (1/24)

幹事  藤本 淳司

　場所：帝国ホテル

　時間：12：30～

　当日は金曜日ですのでお間違いの無いように宜し
くお願い申し上げます。

■2月14日（木）丸山会員の卓話です。
　ご準備を宜しくお願い申し上げます。

地区委員会、その他の報告です。

■「地区研修セミナー」

　日程：2月2日（土）

　会場：大阪国際会議場　13：30～16：00

　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
区委員の皆様ご出席を宜しくお願い申し上げます。

■「地区ロータリー財団補助金セミナー」

　日程：2月16日（土）　13：00～17：00

　会場：大阪YMC会館　

　会長エレクト、会長ノミニー、次年度ロータリー財団
委員長・次年度社会奉仕委員長、次年度国際奉仕
委員長、ご出席、宜しくお願い申し上げます。　

■「大阪天満宮観梅」

　ホストクラブ：大阪天満橋RC

　日程：2月28日（木）　16：00～

　場所：大阪天満宮

　会費：¥6,000（ご家族は無料）

本日のメニュー

ライトミール

先附け ゆず豆腐　ちらし寿司　吸い物　コーヒー



1月は職業奉仕月間で、24日にクラブフォーラムを実
施した先導役として、ガバナー補佐で、職業奉仕委員
会副委員長の福田会員からロータリーの職業奉仕に
対する考え方の歴史的背景や変遷の基調報告があ
り、さらに最近、2016年には個人の職業奉仕活動だ
けでなく、クラブが独自で行う活動も職業奉仕に含ま

職業奉仕委員会クラブフォーラム

村上 俊二 委員長

れるとの新方針の報告もあった。これは日本国内の
ロータリーのなかでも賛否両論で議論がわかれてい
る。今回この混乱の時期としてのテーマは「自分に
とっての職業奉仕とは何か」であり、各テーブルに分
かれて議論をおこなった。

あるテーブルでは「日本のロータリーは商人道の倫
理性にもとずく職業奉仕でありIRとは概念が異なる」、
またあるテーブルでは「援助の必要性とニーズに応
えるのが奉仕の本質であり職業を通じての実践活動
こそが職業奉仕である」、また別のテーブルでは「出
前授業などで子供たちに色々の職業を示すことは子
供たちが将来どんな職業を選択するかの基礎になる
ものだから広い意味の職業奉仕になる」等様々な議
論がでていた。

職業奉仕クラブフォーラムは、今一度立ち止り「職業
奉仕」とは何かを考えるための機会であり、また掘り
下げて実践活動を展開する場である。



第3回 新年楽しもう会
1月24日（木）、「日本料理 なかむら」にて、社会・青少年奉仕委員会に続いて「第3回 新年楽しもう会」が開催され
ました。

1. 出席者、資料確認 
13名出席

2. 上半期奉仕活動報告

1．にしなり☆子供食堂への支援
家庭的な温もりのある経験が少ない子供達とボーリ
ング大会と食事会を持ちました。参加者55名（会員
19名）
平成30年8月22日 11時～13時30分 玉出ボール、か
ごの屋岸里店

2．10月社会奉仕月間により10月4日社会奉仕フォーラ
ムを開催した。
認定NPO法人 理事長川口加奈さんの卓話の後、3つ
のテーブルに別れ［皆さんならホームレスを減らすに
は、どうしますか？］のテーマで意見を発表した。

3．障がい者福祉施設「成美学寮」への支援
20年以上継続している餅つき支援活動ですが、ロー
タリーの奉仕活動は単年度制が基本であることを説
明し、次年度は継続しないかも知れない事を納得頂
きました。しかし、良い事業だと考えますので、次年度
委員長にも説明し引き継ぎできればと思います。
平成30年12月1日 13時～15時 成美学寮 参加者54
名（会員18名）

4．エイズ啓発ジャズコンサートへの支援
日本エイズ学会の会長にクラブ名誉会員の白坂琢磨
氏が今年度就任され、その総会の翌日のチャリティ
ジャズコンサート支援の依頼により支援を決定しまし
た。参加者15名（会員6名）

日　時：2019年1月24日（木）17：30～18：00
場　所：なかむら（永楽町）
議事進行：北村 讓 委員長
議事録作成者：北村 讓 委員長

配布資料：
　・レジュメ
　・出欠表
　・第6回委員会議事録
　・上半期委員会報告書

２０１8-１9年度 第7回 社会・青少年奉仕委員会　議事録

平成30年12月2日 13時～16時 大阪中央公会堂

5．三世代クラブ合同社会奉仕事業・大手前整肢学園へ
の支援
大阪大手前クラブ岡田会長のサンタクロースからの
プレゼント、3名のクラウンによるバザー会場でのパ
フォーマンスが行われました。寮生、保護者は楽しん
でおられました。参加者約30名（会員7名）
平成30年12月15日 10時～15時 大手前整肢学園

6．委員会と楽しもう会（懇親会）は、
平成30年6月21日に第1回を開催し、平成31年1月
24日迄、計7回と3回開催しました。

3. 下期活動について
5月9日青少年奉仕月間につきフォーラム開催
委員会は、本日含め3回開く

4. 5月の青少年月間に卓話とフォーラムを開催する
5月9日例会時に卓話を「NPO法人にしなり☆こども食堂
代表川辺康子氏」にお願いしている。13時よりテーブル
ミーティングを行う。

5. 次第8回委員会開催日確認
平成31年4月4日木曜日11時30分～12時15分
平成31年5月9日又は、16日木曜日18時から第9回最終
委員会と第4回楽しもう会を計画しています。予定をお願
いします。

委員会終了後、懇親会「楽しもう会」で大いに懇親を深めまし
た。出席者の皆様、お疲れ様でした。ありがとうございました。



ニコニコBOX

西田：本日職業奉仕クラブフォーラム、村上委員長宜
しくお願いします。ニコニコ

木村：ずいぶん寒くなりましたね。ニコニコ

金森：村上委員長、本日のフォーラムご準備ご苦労様
です。

藤本：村上職業奉仕委員長、本日宜しくお願いします。

村上：本日の職業奉仕フォーラムよろしくお願いしま
す。ニコニコ

吉田：ニコニコ

嶽下：ニコニコ

下岡：ニコニコ

前田：今年初めてです。皆様宜しくお願い申し上げます。

辻（義）：寒い！

檜皮：村上職業奉仕委員長、本日のフォーラム宜しく
お願いします。
高島会員がインフルエンザにかかられ、H型だ
そうです。皆様お気をつけください。

上山：インフルエンザが流行しているようですので、
気をつけて下さい。

村橋：眼瞼下垂症のため、サングラス着用で失礼致し
ます。

栗山：インフルエンザ大流行！お気をつけください。

戸田：1月27日月曜日、夜の7時～「名医の太鼓判」に
出演します。
村上会員、フォーラム宜しくお願いします。

本日合計 : ￥35,000
累　計 : ￥1,325,250
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●出席報告
会員数 34名 国内ビジター 0名
名誉会員数 6名 外国ビジター 0名
免除会員 0名 国内ゲスト 2名
出席者 26名 外国ゲスト 0名
欠席者 8名

出席率 76.47 %
12月20日の修正出席率 91.17 %

●メイクアップ
村上 俊二 12月  8 日 地区大会
上山 英雄 12月  8 日 地区大会
村木 博行 12月  8 日 地区大会

例会開会 司会進行 SAA 高島 凱夫
開会点鐘  会長 西田 末彦
ロータリーソング ソング委員 下岡 陽一郎
会長挨拶  会長 西田 末彦
幹事報告  幹事 藤本 淳司
委員会報告
出席率報告  丸山 澄高
ニコニコ発表 SAA 
閉会点鐘  会長 西田 末彦

上半期新入会員歓迎会
プログラム

日時：平成31年1月31日（木）
会場：太閤園　桜苑

＜例会＞ 18：00～18：30

＜歓迎会＞ 18：35～20：30
18：35 開　　会 司会進行 井本 万尋
18：36 開会挨拶 親睦委員長 井本 万尋
18：40 乾　　杯 会長エレクト 木村 眞敏
 会食・歓談
19：15 新入会員の紹介と挨拶
  新入会員 村木 博行
   津﨑 慶一
   佐賀野 雅行
   上瀬 　匠
   上山 英雄
   小林 俊統
20：20 閉会挨拶 会長ノミニー 金森 市造
20：25 手に手つないで
  ソング委員 下岡 陽一郎
20：30 閉　　会


