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吉村ガバナー補佐、若宮ガバナー補佐エレクト、本日はコロナ禍の中、
ガバナー補佐訪問を頂きました事、誠にありがとうございます。

例会後のクラブ協議会も併せて宜しくお願い致します。

2月中は休会でした。その間に皆様に3月以降の例会開催についての
アンケートを頂きましたところ9割近い皆様から通常例会もしくは、通
常例会プラスZOOM対応との結果でした。3月以降は出来る限りのコロ
ナ対策をして対面での例会を開催したいと思います。

会長挨拶
会長　北村 讓

本日のプログラム

♬SONG : 「国歌・奉仕の理想」
■三世代合同例会
　12：30～13：30　鳳凰の間

次回 3/24 のお知らせ

水と衛生月間
月間テーマ（3月）

2022年3月17日
第1337回（本年度 第21回）例会

（ 3月3日）

♬SONG : 「我ら中之島」
●卓話　私の仕事と私なりの中国
　安達 昌弘 会員
■第2回ノミニー理事会
　11：30～　コスモスの間
■第10回4月度理事会
　13：40～　コスモスの間



本日の週報掲載のように、マスク贈呈式を大阪府医
師会館において、2月10日に吉川ガバナーと大阪府
医師会茂松会長との間で執り行われました。その時
の模様は、大阪日日新聞、産経新聞、読売新聞に掲載
されました。今月号のガバナー月信でガバナー挨拶
でも紹介されました。地区ホームページのショーケー
スにも上瀬委員長がアップしました。そして、ロータ
リーの友にも投稿しました。

次に細則改正の件ですが、1月6日の2月度理事会で
承認された後、2月17日の3月度理事会を経て、2月
18日～28日に理事の皆様に細則全文を確認いただ
き承認を得ました。3月17日に臨時総会を開催し、会
員の皆様の承認を得て次年度より運用できるように
するため、昨日3月2日（細則第19条に則り）、会員全
員に改正案をメールいたしました。
主な改正点は下記の①～⑤です。

①社会奉仕委員会と青少年奉仕委員会関係～青
少年奉仕委員会の独立に伴い

②指名委員会～今後の理事役員の選考がスムー
ズに行われるように

③新入会員が入会の時に大阪中之島基金規定へ
拠出する10万円を入会金にする（以前に戻す）

④大阪中之島基金規定～③の細則変更に伴って

⑤今迄の細則の単純な間違い変更

以上、宜しくお願い致します。

皆様にうれしいご報告です。辻一夫前会長は、少しず
つ回復され今月から月に1～2度例会にご出席出来
るとのことです。大変うれしく思います。

最後に例会後のクラブ協議会には出来るだけ皆様の
出席をお願い致します。

2021-22年度第1337回（第21回例会）
幹事報告 (3/3)

幹事  嶽下 勇治

本日は、事務局休暇の為皆様にはご迷惑をおかけし
ています。よろしくお願いします。

そして、本日は吉村ガバナー補佐と若宮ガバナー補
佐エレクトがお見えになっています。後ほどクラブ協
議会でご指導をいただくことになっています。よろし
くお願いします。

本日から基本スクール形式による対面例会とさせて
いただきます。

また、どうしても持病等により対面参加が難しい方の
み、オンラインでの参加を認めています。本日は、オ
ンライン参加者はいらっしゃいません。

（3月の行事予定）

■3月3日（木）、本日は、吉村ガバナー補佐訪問日と
なっています。例会終了後において全員参加のク
ラブ協議会が開催されます。皆様の参加をよろしく
お願いいたします。

　また、本日は新入会員の堀口会員の入会式があり
ます。堀口会員、よろしくお願いします。

　本日の卓話は、吉田会員です。吉田会員よろしくお
願いします。

■3月10日（木）は、ホテル使用不可のため休会と
なっています。

■3月17日（木）、安達会員の卓話となっています。安
達会員よろしくお願いします。

　11：30～ 第2回ノミニー理事会

　13：40～ 第10回4月度理事会

　12：15～13：00 理事会

■3月24日（木）、三世代合同懇親会 鳳嵐の間

■3月31日（木）、新入会員の自己紹介となっています。

清水博之会員、新レイシ会員よろしくお願いします。吉村ガバナー補佐と若宮ガバナー補佐エレクトが
お見えになりました。



第一　自分自身の向上

第二　自分の事業、社員、ステーク
　　　ホルダーへの影響、向上

第三　同業者、業界全体の向上
　　　地域社会への貢献

第四　ロータリークラブ、家族への
　　　貢献、向上

60点以上　やや満足

60点以上　やや満足

20点以下　反省多々

50点以上
例会ほとんど出席を良しとして

1．ロータリーの掲げる職業奉仕は、仕事の思想、作
法である。

毎年職業奉仕委員会からの会社、寺社訪問、出前
授業等に参加してきました。これ等もロータリーク
ラブの職業奉仕事業であるけれど全てではない。

即ち個人個人の職業奉仕、仕事の思想は何かとい
う事であります。

2．この仕事の思想は一体いつ頃からどのように世の
中に出てきたのでしょうか。

「ロータリーの友」1月号に大阪学院大学の森田教
授が「CSR・SDGsの時代に考える職業奉仕」という
小論文を発表しておられます。本文では江戸中期
以降の仕事の思想を述べておられますが、この原
典となる思想を表現したのは山本七平氏（1921
～’91）であります。

山本氏は日本の仕事の思想史の原点は鈴木正三
だと述べています。鈴木正三は江戸時代徳川家康
の旗本で、40才過ぎてから出家禅僧となりました。

彼の著作四民日用に説く、士農工商、人の仕事は
全て仏行である。

農、工、商は利益を生む。特に商に於いては著しい
が利益を出すことを目的化すると修行を忘れてし
まう、それでは駄目だ。業務即仏行であると。

鈴木正三は士、農、工、商を階級として捉えず、一
種の職能論で捉えていた。中世の多くの世界に
あった商人蔑視は彼の場合無かった。この正三の
仕事に関する考え方は歴史上初めてである。

理由は江戸時代までの戦乱である。かつて平和が
無かった。

江戸期に至り落ち着いた生活が出来るようになり、
ようやく正三のような仕事の思想が現れたのである。

正三の仕事の思想、職業倫理はその後バリエー
ションを繰り返し、江戸中期の石田梅岩に引き継
がれ、明治の渋沢栄一に至りました。

3．「ロータリーの友」1月号の森田教授に戻ります。

森田さんは「企業活動にとって道徳とは何か」の観
点はロータリーの掲げる職業奉仕と重大な関連が
ある。「職業奉仕こそ道徳の本道である」と述べて
おられます。

CSR・SDGsなどここ数年頻繁に見かける言葉があ
ります。

今の経営学ではこれらの言葉は「利益追求のあと
で目指すもの」と教えられています。これには森田
教授も私も大きな違和感を覚えます。企業活動に
おける道徳は本業と別物なの？本業の利益追求
には何をやっても良いの？

ロータリー会員諸氏は会社の社是、社訓も道徳的
な文言を入れ、内外に明示してきたと思う人は当
然おられるでしょう。それが儲けたあとで道徳を考
えるとはおかしい。利益追及は道徳にのっとって
いるもの、これが最低のルールであります。以下森
田教授は江戸時代の商家の家訓を例にひいて論
じておられます。「ロータリーの友」1月号1～
8PAGE参照。

4．私の職業奉仕自己採点（ガイ・ガンディカー、RCの
構成と目的より）

私の職業奉仕・仕事の思想

吉田 了 会員



2016年のRI定款の追加によって「クラブが主催する
自己の職業的手腕を活かしたプロジェクト」も職業奉
仕と認められました。しかし、一つのクラブだけでは
職業奉仕のレパートリーに限界があります。

そこで今回は2660地区職業奉仕委員会が仲介後援
し、大阪東南と中之島RCクラブのメンバーと家族が

大阪東南と中之島RC
合同出前授業の記事が朝日新聞に掲載 職業奉仕委員会副委員長  戸田 佳孝

合同で医療講演会を行います。その講演会について
2022年3月11日の朝日新聞夕刊（関西版）に記事が
掲載されました。

ロータリーの公共イメージ向上に貢献できたと考え
ております。

Congratulations!

米山奨学委員会より早瀨会員が
米山功労者の表彰を受けました。 堀口 大介 会員、ご入会おめでとうございます

ようこそ
! 大阪中之島ロータリークラブへ



3月3日のメニュー

口取り 卵焼　海老芝煮　穴子寿司　牛蒡土佐煮
 鶏山椒煮　東山　二色田楽　一寸豆　焼板
 小鮎甘露煮　烏賊ダスト揚げ　サーモンチーズ
 針魚しそ巻南蛮　

焚合せ 山菜神殿信田巻　帆立黄味煮　春若芋艶煮
 若牛蒡

焼　肴 鰆・川鱒木の芽焼　蕗の葉伽羅煮

御　飯 春キャベツベーコン桜海老御飯

煮物椀 白魚真丈　蓬麩　筍　菜の花　木の芽

デザート フルーツゼリー寄せ　カスタードソース　ミント

奨学生活のこの二年間はコロナウイルスの関係で、
対面で参加できた行事やイベントが限られていたた
め、これまでの奨学生活は米山奨学生になる前に想
像した奨学生活と違ったけど、身についたことは予想
以上で、米山奨学生になれたことに、とても感謝して
います。

これまで対面で参加した大型の行事を振り返ると、奨
学生活の一年目に参加したのは米山勉強会と米山
奨学生レクリエーションでした。米山勉強会では、私
がロータリーファミリーとして米山奨学生であること
を強く意識し始め、所属している中之島ロータリーク
ラブのロータリアンの方々や奨学生たちとの交流が
さらに楽しみになりました。そして、普段の生活でも、
私は奨学生として母国と日本との架け橋を作ること
が自分の責任だと常に思い、アルバイトや学校で出
会えた現地の日本人と外国人や学生たちと喋りまし
た。また、台湾の文化や日本に留学して感じた日本の
文化を熱く語りました。

2022年2月 米山記念奨学会　奨学生レポート
これまでの奨学生の生活で得たものや、日本留学の成果などについて 米山奨学生  陳 玉芬

ウイルスの関係で学校内に入れず、人と交流がなか
なかできない期間もありました。このようにほとんど
一人で学業に専念した留学生活を送ってきましたが、
充実していました。それは月一回のお世話クラブの
例会に出席しているおかげです。ロータリアンの方々
と近況を語り合ったり、世話クラブの奉仕活動や卓話
でロータリアンの方に企業の経営理念や日本の社会
文化に関するお話も聞けました。毎月のクラブの例
会に参加するたび、これからの留学生活も頑張って
いけると思わせてくれました。今までロータリークラ
ブ及び米山奨学会で参加した活動は少なかったけど、
参加したイベントのことを思い出すと、その当時に勉
強したことや感じたことが思い出され、胸が踊ります。
二年間の奨学生生活がまもなく修了します。奨学生
の立場を卒業しても、所属している中之島ロータリー
クラブで引き続きロータリアンの方々と一緒に奉仕
活動を行っていきたいと思います。

2021年度より大阪東ロータリークラブ・大阪中之島
ロータリークラブ合同奉仕事業の一環として、開明中
学校・高等学校の生徒たちの“英語スピーチコンテス
ト”が実施されております。今年度は北村会長が審査

インターアクト
スピーチコンテスト 青少年活動小委員会委員長  檜皮 悦子

員として参加されインターアクターを含め19名の生
徒が第一外国語としての英語スピーチに挑戦いたし
ます。お時間がございましたら彼らの新たなチャレン
ジにエールを送ってあげてください。

日時：2022年3月19日（土曜日）14：00～16：00

場所：開明中学校・高等学校 6F会議室

※当日、スピーチコンテスト後、大阪東ロータリークラブ・大阪中之島ロータリークラブ第7回合同
委員会の予定です。



ニコニコBOX3
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北村（讓）：3月度例会よろしくお願い致します。
吉村ガバナー補佐・若宮ガバナー補佐エレ
クト、有難うございます。

栗山：吉村ガバナー補佐・若宮ガバナー補佐エレクト、
ようこそお越しいただきました。

村木：吉村ガバナー補佐・若宮ガバナー補佐エレクト、
本日はよろしくお願い致します。
暖かくなってきました。ニコニコ

嶽下：吉村ガバナー補佐・若宮ガバナー補佐エレクト、
ようこそお越しいただきました。
後ほどクラブ協議会でご指導よろしくお願いし
ます。

小林：今日はひな祭りですね。
娘も5か月になりじいじ・ばあばから買っても
らったひな人形を見て喜んでいます。

植屋：庭の白梅が満開になりました。ニコニコ

村上：吉田会員、卓話楽しみにしています。ニコニコ

檜皮：吉村ガバナー補佐・若宮ガバナー補佐エレクト、
ようこそお越しいただきました。
吉田会員、卓話楽しみにしております。

藤本：吉村ガバナー補佐・若宮ガバナー補佐エレクト、
ようこそお越しいただきました。
吉田会員、本日の卓話楽しみにしております。

福田：今月83歳になります。

早瀬：月初です。ニコニコ

井本：昨日結婚記念日のお祝いのお花有難うござい
ました。
当日自分は忘れていて、妻に叱られました。

北口：お久しぶりです。ニコニコ

前田：吉田さん、今日卓話らしいですね。頑張ってくだ
さい。

高島：オミクロンに振り回されています。皆様お気を
つけください。

辻（義）：ニコニコ

吉田：ニコニコ

本日合計 : ￥50,000
累　計 : ￥831,000

●出席報告
会員数 36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 26名 外国ゲスト 0名
 （zoom参加 0名）
欠席者 18名

出席率 74.28 %

Congratulations!3月のお祝い3月のお祝い

●誕生日
 栗山 博道 ［  7 日］
 福田 忠博 ［12日］
 藤本 淳司 ［20日］
 吉田 　了 ［29日］

●事業所設立記念
 吉田 　了 丸住株式会社［昭和33年］
 梅原 一樹 株式会社スタジオ：リム［昭和43年］
 早瀬 道圓 株式会社ケーホウ［昭和46年］
 檜皮 悦子 檜皮商事有限会社［平成 3 年］
 新 レイシ アイ・エス・クリエイト株式会社［平成 9 年］
 上瀬 　匠 株式会社プレジール［平成19年］

●結婚記念日
 井本 万尋 ［ 2 日］
 藤本 淳司 ［ 7 日］
 北村 　讓 ［31日］

Congratulations!2月のお祝い2月のお祝い

●誕生日
安達 昌弘 ［17日］
岡本 啓吾 ［22日］
村橋 義晃 ［25日］

●事業所設立記念
 清水 博之 SEAVAC株式会社［昭和24年］

●結婚記念日
岡本 啓吾 ［  7 日］
西田 末彦 ［11日］
丸山 澄高 ［15日］
辻　 義光 ［15日］
杉村 雅之 ［16日］

●本日のビジター
ガバナー補佐（大阪平野RC） 吉村 　昭 様
ガバナー補佐エレクト（大阪天王寺RC）
 若宮 邦弘 様


