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職業奉仕月間

木村 眞敏

2020年1月30日
第1277回（本年度 第27回）例会
本日のプログラム
♬SONG 「友愛の歯車」
:

■上半期新入会員歓迎夜例会
18：00〜 例会 オーキットテラス
18：30〜 歓迎会

次回 2/6 のお知らせ
♬SONG 「国歌
:
・奉仕の理想」
●卓話
担当：栗山 博道 会員
講師：関西医大国際交流センター
センター長 特命教授
鈴鹿 有子 様

こんにちは、今月は職業奉仕月間です。いつものようにガバナー通信
での四宮ガバナーの記事を要約して紹介します。
職業奉仕は
「ロータリーの目的」
の第2項を土台としています。
つまり
・職業上の高い倫理性
・役立つ仕事は、
すべて価値あるものという認識
・ロータリアン各自が仕事を高潔なものとする

■来週は1月最終週ですので、夜例会の後、恒例の上
半期新入会員歓迎会を開催致します。
北口会員、
よろしくお願い致します。
以上のようにロータリアンは職業上の高潔性と高い
倫理観を重視されますが、
これを具体的に表してい
るのが「四つのテスト」
てす。

例会は午後6時より開会、
その後歓迎会を行います。
■2月6日（木）の月初例会の日は栗山会員の卓話、
13日には辻一夫会員の卓話を予定しております。

1．真実かどうか

よろしくお願い致します。

2．みんなに公平か

尚、
この日は例会の前の時間に次年度・金森年度

3．好意と友情を深めるかどうか

の第1回のノミニー理事会が予定されております。

4．みんなの為になるかどうか

■2月20日
（木）の卓話の時間は下岡国際委員長担
当のフォーラム開催の予定です。

これを、具体的な実践面で表現すると
・例会で自分の職業について話し、お互いの仕事

下岡委員長、
よろしくお願いします。
■2月27日
（木）
は辻 義光会員の卓話です。

を学びあうこと
・地域社会の奉仕プログラムで、職業上のスキルを
活かす

例会以外の予定としましては、2月15日（土）には地
区チーム研修セミナーが追手門大学茨木キャンパス
で開かれる予定で、
その日の夕方からは大阪平野RC

・専門能力の開発を指導する
又、職業研修チーム「VTT」は、実地参加して職業奉

の45周年記念パーティーが開催される予定です。

仕をする機会です。

最後に2月29日
（土）には、地区ロータリー財団補助

職業の専門的知識やスキルを有するメンバーで構成

金管理セミナーが大阪YMCA会館にて開かれます。

されるチームは、訪問先で知識を深めたり、研修を実
施したりします。又、現地の人々や地域社会の知識や

本日のメニュー

スキルを高めることで、地域社会の人々が自力で問
題解決できようになり、持続的変化がもたらされるよ
うになります。

幹事報告 (1/23)
2019-20年度第1276回（第26回例会）

幹事 安達 昌弘

小原会員の所属委員会は親睦委員会に決定してお
ります。来週より親睦委員会のメンバーとしてご活躍
ください。
■本日は職業奉仕委員会担当のクラブフォーラムです。
辻 義光委員長、
よろしくお願いします。

ライトミール
ちらし寿司

小鉢（白子豆腐） 赤出汁 コーヒー

職業奉仕委員会クラブフォーラム

辻 義光 委員長
本日はロータリーの基本である職業奉仕について
「職業奉仕とは何ぞや」
を各グループで議論していた
だきます。
職業は元来自分のための収益を求めるものであり、
奉仕は他人のため、社会のために行う事業であるこ
とから、
ある意味相反するものであるとも考えられる。
職業奉仕という一括りにした基本事業について3グ
ループに分かれて、
この難しい事業についてそれぞ
れ意見を交わしていただきます。

職業と奉仕
まずは本業の充実が根底には有り、ロータリーは
色々な業種の集まりですから、自分の仕事で奉仕出
来る事が良いと思います。
自分自身、奉仕される側、
ロータリーと三方良しがベ
ストである！

【職業奉仕とは】
人のお役に立ち喜んでもらえる仕事をし、ひいては社
会の役に立ち、
そのうえで自分も適正な利益を得る。
つまり
「三方よしの精神」が成立していること。
それが正しくできているかをはかる尺度として
「4つ
のテスト」がある。
社会奉仕＝職業奉仕である。
その派生として「国際奉仕」や「青少年奉仕」がある
が、何より重要で根底にあるべきものは
「クラブ奉仕」。

5．職業奉仕を職業による社会への貢献と等しいの
であれば理解できる。

1．
自分の職業を通じて仕事を行うことで奉仕につな
がる。
2．取引先相手が喜びを感じることが奉仕となる。
3．
「4つのテスト」
を行動規範として仕事をすることで、
高い倫理基準を保ち、
ロータリアン各自の職業を
高潔なものにする。
4．企業は利益を貪るのではなく、余った利益を設備
などに投資して、
より安く、社会全般に普及させる
ことで奉仕としての役目となる。

tulations!
Congra

早瀬会員が米山奨学委員会より「第42回米山功労者
メジャードナー」の表彰を受けました。

戸田会員、高島会員、檜皮会員が
地区委員会への出向の委嘱状を受けました。

米山奨学生

米山奨学生 劉 文婷（リュウ ウェンティン）

子高校となり、現在における台湾の女子中等教育の
基盤となりました。実は、私の高校の出身校もその一
つでございます。

皆様、
こんにちは。
ご報告したいことがございます。
おかげさまで、先週に卒論を提出いたしました。
卒論のテーマは「日本統治時代の台湾における高等
女学校教育」
であり、今日はこの場をお借りして、少し
ご報告させていただきたいと思います。
日本統治時代に、台湾史上はじめて女性が教育を受
ける権利が公に認められるようになりました。当時の
高等女学校は、女子中等教育の主な担い手であり、
戦後は、元の高等女学校のほとんどが台湾各地の女

そのために、卒論では、残っている学校の記録、台湾
総督府の公的資料、学生の視点で作成された作文や、
当時の社会からみた高女に関する40年にわたる膨
大な新聞記事など、様々な異なる視点からの資料を
用いました。そして、高等女学校教育の実情、
さらに
は教育を受けることを通じて当時の社会と学生自身
にどのような影響をもたらしたかについて考察して
明らかにしました。
日本語を理解することによって、
この時代について以
前より一層深く理解できるようになり、大変勉強にな
りました。
全ては皆様の暖かいご支援のおかげで、卒論を完成
させることができました。誠にありがとうございました。
至らない点が多くあるとも存じておりますが、今後と
もご指導のほどよろしくお願い申し上げます。
ご清聴ありがとうございました。

フレッシュロータリアン親睦交流会

上瀬 匠

5月9日
（土）
ロータリーデー16時15分終了後、17時
〜19時30分（受付開始16時30分）に於いて
「フレッ
シュロータリアン親睦交流会」
を開催致します。
当クラブピアニスト吉田優子様のマリンバやピアノ演
奏を皆様に楽しんで頂き、地区大会でも行った名刺
交換会を2回実施致します。
その後食事をしながら親睦を図るというスケジュー
ルになっております。
フレッシュロータリアン120名・先輩ロータリアン80
名、計200名の参加を目標としております。
皆様のご参加、
ご協力何卒宜しくお願い致します。

VTT支援事業
1月11日
（土）〜16（木）、VTT支援事業のためベトナムのダナン病院へ訪問いたしました。
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ニコニコBOX

木村：辻義光さん、今日のフォーラム宜しくお願い致
します。
辻（義）
：ニコニコ
下岡：ニコニコ
吉田：ニコニコ
高島：①1月30日の夜例会欠席します。北口さんお許
しください。
②本日途中退席のお詫び
嶽下：ニコニコ
北村（讓）
：5月9日のフレッシュロータリアン親睦交流

上半期新入会員歓迎会
プログラム

会、準備が進んでおります。全員参加でお
願いします。
前田：戸田先生、
アドバイス有難うございました。

日時：令和2年1月30日
（木）

村上：辻義光さんのフォーラム、楽しみにしています。

会場：太閤園 オーキットテラス

檜皮：私事ですが、孫息子が息子と同じ中学に合格い
たしました。嫁に感謝です。

＜例会＞ 18：00〜18：30
例会開会 司会進行 SAA
開会点鐘

下岡 陽一郎

会長

木村 眞敏

ロータリーソング ソング委員

杉村 雅之

会長挨拶

会長

木村 眞敏

幹事報告

幹事

安達 昌弘

委員会報告
出席率報告

村木 博行

ニコニコ発表

SAA

閉会点鐘

会長

満村：今年初めてです。
よろしくお願いいたします。早
退させていただきます。
戸田：先日夕刊フジの関西の名医で取材を受け、その
時ロータリーデーの宣伝もしてください。
と伝え
ました。
2月初めの発売です。
栗山：ダナン病院訪問してきました。相変わらず活発
に内視鏡手術をしていました。

木村 眞敏

本日合計 : ￥33,000

＜歓迎会＞ 18：35〜20：30
18：35

開

18：36
18：40

会

累

司会進行

梅原 一樹

開会挨拶

親睦委員長

梅原 一樹

乾

会長エレクト 金森 市造

杯

会食・歓談
19：15

新入会員の紹介と挨拶
新入会員

20：20

閉会挨拶

20：25

手に手つないで

会長ノミニー 辻
ソング委員

20：30

閉

会

北口 竜輔
一夫

杉村 雅之

計 : ￥871,500

●出席報告
会員数
名誉会員数
免除会員
出席者
欠席者

37名
5名
1名
29名
7名

国内ビジター
外国ビジター
国内ゲスト
外国ゲスト

0名
0名
0名
1名

出席率
80.55 %
12月19日の修正出席率 94.44 %

●本日のゲスト
米山奨学生

劉

文婷 様

