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職業奉仕月間

会長挨拶
会長

金森 市造

2021年1月28日
第1304回（本年度 第26回）例会
本日のプログラム
♬SONG 「我ら中之島」
:
●親睦委員会による新春落語講演会
①新春落語会（演者：林家染二師匠
・林家愛染 他1名）
染二師匠の落語と
寄席囃子レクチャー
②新春福引会（空くじなしの福引き）

次回 2/4 のお知らせ
♬SONG 「国歌
:
・奉仕の理想」
●卓話
上山 英雄 会員
皆さんこんにちは!約1ヶ月ぶりに開催出来た例会にご参集頂きあり
がとうございました。昨年末よりのコロナ感染拡大増大そして今年に
入ってからの緊急事態宣言発出という中での例会開催について、右
往左往し
『朝令暮改』
を絵に描いた対応に大変ご心配をおかけいた
しましたが、本日このような対応で開催出来ましたことそして多数の

拡大の状況を踏まえて会員各位の
『絆』が途切れるこ
とのないように村上幹事ともども理事各位のご協力
を得て取り組んでまいりますので、会員各位におかれ
ても建設的なご意見・提言を頂ければ幸いです。
さて、今月は、
『職業奉仕月間』
です。本日の卓話時間
は、戸田職業奉仕委員長による「職業奉仕クラブ・
フォーラム」
をして頂きます。
ところで、
「クラブ・フォーラム」
ということを今一度理
解をしてみたいと思います。
ロータリークラブにおける
『クラブ・フォーラム』
とは、
5大奉仕部門委員会主催で奉仕部門ごとに最低年1
会員がお集まりいただいたことに、
まずもって感謝申

回、開催するように奨励されています。各奉仕部門の

し上げます。

役員・理事・委員長が討論リーダーとなり、それぞれ

本日は2021年1月最初そして下期の最初の例会で

の部門のクラブ活動の内容や課題について、会員が

す。本日この例会を開催する経緯については、本日お

意見を出し合い、
自由に討論するのが本会合の目的

配りしております週報に記載させて頂いた通りです。

です。主催者側からの一方通行的な卓話や情報の提

ところで、先週14日の例会は、直前まで開催する予定

供だけで終わらないように勧めることが重要です。

でありましたので卓話当番の上瀬会員に急遽卓話要

今月の「ロータリーの友」には、戸田職業奉仕委員長

旨をまとめていただき、先週お配りした週報に記載さ

投稿による
「職業奉仕を発揮し公共イメージ向上」
と

せていただきました。上瀬会員には、発表する機会を

いう表題で昨年9月に開催した行事のことが掲載さ

作られず申し訳なく思っています。
コロナ禍において

れています。まことに、素晴らしい出来ごとです。ぜ

の積極的な事業展開をされている上瀬会員にエー

ひ、
ご一読ください。

ルを送りたいと思いますとともに、いずれの日か？

横組では、職業奉仕月間特集として「私のプライド、

じっくりと卓話時間で生のお話をお聞きしたいと思
います。

その仕事」が取り上げられています。会員が自分の職
業を誇りに思いに心掛けている気持ちを表しておら

同じく、来週の例会の卓話当番は植屋会員となって

れることに共感を持ちました。その中で思わず『同感

おりましたが、
コロナ禍での今、
「初笑い！」
をして元気

や！』
と思ったのは、9ページ右上の「望月 和子」様の

付けよう！との趣旨のもと満村親睦委員長はじめ委

コメントでした。私もまったく同感です。皆様も、今一

員の皆様の尽力により
「落語会」
・
「抽選会」
を開催し

度目を通してください。

ていただくことになりました。卓話当番準備していた

縦組の会員の方では、16ページ「私のクラブの誉

だいておりました植屋会員には、
まことに申し訳なく
思っています。事情ご賢察のうえお許しいただきあり

れ」
・17ページの「職業奉仕は未来の挑戦」がために
なりました。
また19ページの「会長の時間を一冊に」

がとうございます。

という記事は、私自身今回会長を務めさせていただく

コロナ禍における例会開催並びに役員会・理事会の

上で共感できる記事で思わずうなずきました。

開催日については1月11日付けにて会員各位にお届
けした「緊急事態宣言発出」時における私案とは異
なり、14日開催の理事会にて通常通り開催するとの
決議を頂きました。具体的には、後ほど、村上幹事よ
りの幹事報告にてお伝えいただきます。
会費納入の件ですが、下期の会費納入については、
委員会報告にて上期の会計状況報告とともに檜皮会

本日より、下期の会務が始まります。
コロナウイルス
感染拡大のめどが立たない中ではありますが、太閤
園が休業しない限り毎週例会を開催することになっ
ております。
その中での開催ですので、以下のことを再確認したく
思います。

計より委員会報告でお願いしていただきますのでご

〇マスク着用の上の会話を心掛ける

協力のほどお願いします。

〇着座は、1テーブル1人

コロナ禍における会務運営については、今後も感染

〇食事中は、会話しない

〇欠席する時は、火曜日13：00まで事務局に連
絡、無断欠席はしないことを心掛ける
〇ZOOM受信にての参加の時は、その旨火曜日
13：00まで事務局に伝える

距離を保ちその接触を減らすことで飛沫感染を防ぐ
ことが重要であります。従って例会開催中、報告の時
もマスク着用でおねがいします。
■1月21日
（木）、1月は職業奉仕月間であります。本

〇休会中のクラブが多いので、
メークアップに行く
クラブの開催有無を事前に調べること
〇太閤園での例会同時ZOOM併催が常時可能に
なれば、
ほとんどメークアップは不要となる
― 私がロータリーで見たこと・知ったこと
（1）―
枚方―くずはRCへちょうど35年前の3月12日に初め
て例会に出席しました。

日は職業奉仕委員会によるクラブフォーラムです。
戸田委員長よろしくお願いします。
なお、今日のZoomでの参加予定者は山本会員、吉
田会員、西田会員、北口会員の4名であります。
■1月27日（水）、
この日のIМ6組第4回会長幹事会
が2月16日
（火）
に変更されました。Zoom会議参加
型・併用のハイブリッド方式での会議が18時30分
から開催されます。

しばらくして、当時の会長が私に言われたことは、
「金
森さん、今うちのクラブは大変もめているんや！理由
は、
そのうちわかるよ！」
と。

■1月28日（木）、
この日は親睦活動小委員会により
ます新春落語会及び抽選会を予定しています。後
ほど内容については満村委員長から報告がありま

それ以降、
クラブの事情が分かり外と内の違いがどこ
もあるんや！ということがわかりました。

す。満村委員長よろしくお願いします。
■1月30日
（土）、地区ロータリー財団補助金管理セ

また、長年在籍していると人の動きに浮き沈みがあ

ミナーがオンライン（Zoom）方式で14時から17時

るということもたくさん目の当たりにしました。

まで開催されます。

人の動静・事業の動静・社会の動静などが、なんとな
くわかる気がするポイントが見えます。

■2月4日
（木）、
この日の卓話は上山会員となってい
ます。上山会員ご準備よろしくお願いします。
また、
例会終了後クラブ戦略計画委員会が寿の間で

幹事報告 (1/21)
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開かれます。
委員の方ご出席よろしくお願いします。
幹事 村上 俊二

■2月6日
（土）、IМ2組ロータリーデーが千里阪急ホ
テルにて開催でしたが、延期となりました。時期は
未定です。尚、ホストクラブは茨木西ロータリーク
ラブであります。
■2月11日
（木）、
クラブ定款により休会となっており
ます。

1月21日のメニュー

幹事の村上です。幹事報告をいたします。
今年もどうぞよろしくお願いいたします。大阪府の新
型コロナウイルス感染の非常事態宣言が発せられま
したので、1月14日の例会は休会となりました。
しか
し1月14日の理事会にて、例会は今後Zoomを併用す
ることで1月21日より通常どおり開催されることに決
定いたしました。勿論、感染対策を十分行います。体
温の検温、手洗い消毒、マスク着用の義務化をはじ
め、
スクール形式の座席とお弁当式の昼食で人との

職業奉仕委員会クラブフォーラム
外向きの職業奉仕を通じてロータリーの公共イメージを向上させよう

戸田 佳孝 委員長
の世界と日本との違いを、
「日本の理解のほうが正し
い」
とか、
「職業奉仕は他の奉仕部門とは違う」
として、
クラブの職業奉仕の実践を否定する態度は間違って
いる。』
と述べています。
この記事が掲載された当時、
『日本ロータリーの「ガラパゴス化」』
という一節に対
して反発する意見が「ロータリーの友」に多く寄せら
れました。
しかし、現在日本のロータリークラブが抱える大きな
問題的としては会員数の大幅な減少があります。
2660地区では会員数がピークであった1997年には
職業奉仕には二種類あります。内向きの職業奉仕は、
『ロータリアン一人一人が、
日々のロータリー活動に
参加する中で
「奉仕の理念」
を学び、
それを自分の職
場に持ち帰り、
「 奉仕の理念」
「 四つのテスト」に従っ
て自分自身を律し、
自分の職業で社会に貢献し奉仕
しましょう』
です。外向きの職業奉仕は、
『クラブの対
外的奉仕活動として、社会の問題やニーズに応えて、
会員の職業上の手腕を役立てましょう！職業人の団
体として、次世代に職業を語り伝えましょう!』
です。
2780地区（川崎、横浜を除く神奈川県にある66クラ
ブ）の職業奉仕委員会が作ったホームページには
『職業奉仕を内向きな倫理観、精神論を中心にとらえ
るのは、
どうも世界中で日本ロータリー特有の状況で
ある。
日本では良い行動はことさらアビールしないと
いう隠匿の美の思想があるからかもしれない。対して、

約5千人に対して2021年現在では約3千人であり、
約4割も減っています。
しかも会員の平均年齢は高く
なり、奉仕活動の実務を担えない高齢の会員が増え
ています。
その原因として神崎茂様（大阪西RC2011年2月14
日卓話「これからのロータリー」）は3Kを挙げていま
す。すなわち、高齢化，高コスト化，
（クラブ運営の）硬
直化（マンネリ化）
です。会員数の減少を止めるため
には新しい方針の奉仕活動に着手する必要がありま
す。
メキシコでは大工のロータリアンが被災時で仮設
住宅を建てることも外向きの職業奉仕として報告し
ています
（ロータリーの友2020年10月号18頁）。
大阪中之島ロータリークラブ職業奉仕委員会では
2020年9月24日に
「変形性膝関節症･老人性難聴･
口腔ケアとの付き合い方」
というセミナーを中之島朝

海外のロータリーでは、
「クラブの対外的奉仕活動」

日カルチャーセンターで行いました。

の手段として職業奉仕をとらえているようである。』
と

そのセミナーに関する社会の問題としては平均寿命

あります。

が延びたと言っても、医療や介護の助けを借りること

2016年のRIの定款には「職業奉仕には自己の職業

なく、自立した生活ができる年限である健康寿命は

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含まれる。」
という一文が追加されました。
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）
は
『2012
年バンコク国際大会の分科会で、日本のロータリア
ンはお馴染みの「職業奉仕の理念」
を熱心に語り、一
方、欧米のロータリアンは「職業奉仕の活動」事例を
語り、両者は噛み合わないまま分科会は終わった。
「同床異夢」
という言葉が頭をよぎった。
これが日本
ロータリーの
「ガラパゴス化」
を招いている一因だ。
こ

延びていません。
このため男性は平均で約9年、女性
は約12年も医療や介護の助けの必要な期間がある
ことが問題です。その問題に関する地域社会のニー
ズとしては普通の医療講演会では、一つの診療科目
の医師が専門分野の話だけをするが、健康寿命を過
ぎてくるといろいろな病気が同時に起こってくるので、
高齢者が介護を必要とせず、
自立を保つためには沢
山の講演を聴く必要があります。
しかし、高齢者では膝や腰に障害があり歩行困難で
ある人が多いため、沢山の講演を聞きに行くことは
困難です。
このため、年齢の変化で同時に起きやすい

複数の病気の予防法を一度に聞ける講演会を企画

ブの奉仕活動を説明できるという利点があり、受講

しました。

者にとっては複数の講演を一度に聞けるという利点

2020年1月31日に中之島朝日カルチャーセンター

があるので、近江商人の商売の心得にある
「三方よ

に共同開催を提案しました。その理由は授業の予定

し」が実現できたと考えました。

が自動的に朝日新聞紙面で紹介されるのでロータ

まとめます。
それぞれの専門職からみれば、世間の人

リークラブの公共イメージ向上に貢献できると考え

が信じている常識のウソやちょっとした知識や工夫

たからです。

で生活が改善されることが沢山あると思います。
その

たった1週間後の2月6日にはカルチャーセンターが

ような専門知識を卓話で培った技術で世間にわかり

受諾の返事があり、6月22日には登録会員約2,000

やすく伝えることをクラブが後援すれば、
りっぱな職

名にカラーのビラを郵送してくれました。8月28日に

業奉仕になります。

は朝日新聞にセミナーの予定が写真入り1,000字で

ロータリークラブが現在抱えている大きな問題として

掲載されました。
そしてフェスティバルビル18階の大

会員数の減少と高齢化があります。それを解決する

教室を無料で提供してくれました。

ためには新聞などのメディアを通じてロータリークラ

その理由はカルチャーセンターにとっては講師料が

ブの特徴である職業奉仕を世間に知って貰い、
ロー

不要で、一定の集客（当日は中之島ロータリークラブ

タリークラブの公共イメージを向上し、会員を増強す

会員26名、戸田クリニックの患者11名が4千円以上

ることが大事だと僕は思います。

の会費を払って参加）が保証されているからです。つ

永遠に栄えよ。我らのロータリー。

まり、医療関係のセミナーでなくても例えば、複数の
税理士による
「知って得する税金の知識」や複数の保
険代理店経営者による
「知って得する保険の知識」
と
いったセミナーでもロータリークラブの職業奉仕とし
て会員が支援すれば新聞社関連のカルチャーセン
ターは協力してくれる可能性が高いです。
ロータリー
クラブにとっては無料で新聞掲載され公共イメージ
向上でき、会場費無料、講演に先立ちロータリークラ

米山奨学生

米山奨学生 陳 玉芬

審査員に指摘されたすべての修正事項を修正すれ
ば、学術誌に掲載されます。
おととしも同じ学術フォーラムに投稿しまして、審査
結果は落ちました。今回は去年のクリスマスの時、修
正後掲載可能という結果がいただいたとき、
本当にク
リスマスで一番よいプレゼントだったと感動しました。
今年は博士後期課程の三年生になります。学生とし
て最後の学年度なので、順調に卒業できるように去
年より学業に努めたいと思います。
そして、今年も日本で就職活動を進むことを決めま
した。
皆様こんにちは、新年おめでとうございます。

ウイルスは今年も続くみたいです。今年は私にとって

最初、皆様と学業について報告したいです。

大切な一年なので、
どのようなピンチがあっても、学

去年の十月に学術フォーラムに投稿した論文の結果

業と就活で良い結果ができるように頑張って乗り越

は修正後掲載可能という結果になりました。論文内
容の一回目の修正は終わりました。刊行できるまで、

えます。皆様今年もよろしくお願いいたします。

1

21

ニコニコBOX

金森：下半期の始まりです。
よろしくお願いいたします。
村上：初例会です。今年もよろしくお願いします。ニコ
ニコ
辻（一）
：おめでとうございます。例会に来れて良かっ
たですよ！
戸田：本日の職業奉仕フォーラムよろしくお願いいた
します。
辻（義）
：ニコニコ
高島：今年もよろしくお願い申し上げます。
早瀬：月初です。ニコニコ
福田：緊急事態宣言の中で例会です。おめでとう
北村（讓）
：本年の初例会。本年もよろしくお願いいた
します。
前田：毎夜飲み屋さん7時まで。6時50分に酒屋に入
ると
「最終オーダーです」
と言われました。
檜皮：本年もよろしくお願いいたします。
戸田委員長、
フォーラムよろしくお願いいたします。
皆様にお会いできてニコニコ
植屋：盆栽の梅咲きました。季節は移ってますね。
コ
ロナに負けずに頑張りましょう。
▲お誕生日のお祝い：左より満村 和宏親睦委員長・辻 義光会員・
金森 市造会長

村橋：今年の初例会を祝して
上瀬：本年もよろしくお願いいたします。
藤本：皆様明けましておめでとうございます。本年も
よろしくお願いいたします。
戸田委員長、
フォーラムよろしくお願いいたします。

本日合計 : ￥48,000
累

計 : ￥590,000

●出席報告
Zoomによるリモート参加者

会員数
35名
名誉会員数
7名
免除会員
0名
出席者
27名
（リモート参加3名）
欠席者
8名

国内ビジター
外国ビジター
国内ゲスト
外国ゲスト

出席率

77.14 %

0名
0名
0名
1名

●本日のゲスト
米山奨学生

陳

玉芬 様

