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先週の例会報告 

･ソング  ♪｢君が代｣｢奉仕の理想｣♪ 

･お祝いと表彰 

･クラブフォーラム(職業奉仕委員会担当) 

｢ロータリークラブの職業奉仕について｣ 

佐々木 宏委員長 

本日は米山留学生の陳瑋文さんが台湾の中秋節

(十五夜)の月餅をお土産にお持ちくださいまし

た。後で皆様とデザートとして頂けたらと思って

おります。 
先週の例会以降は、大変忙しい一週間でした。

先ず例会後は理事会があり、3 つの大切な案件(一
つは、台北百齢 RC、TOTO 会長からのご提案で

ある、『31 周年記念例会を桜満開日』の 4 月 4 日

に変更の件承認、二つ目は、11 月 4 日を『夜例会』

に変更承認、三つ目は、『委員会構成表の改善案』

の承認が皆様のご理解の下、無事承認されました。

次の土曜日は早朝からのゴルフコンペ、次の日曜

日は和歌山の熊野大社本宮へ参拝、そして月曜日

は伊勢神宮へ特別参拝、水曜日は IM6 組の会長幹

事の懇話会、寝る間もなく 3 時に起床、茨木 CC
で開催されているパナソニックオープンのスコア

ラーとして一日中炎天下を歩き廻りました。そし

て事務局に 4 時ごろ帰ってきました。さらに次の

予定があったのですが、妻のドクターストップで

爆睡いたしました。 
しかし、伊勢神宮のパワースポットのお蔭なの

か、危篤状態の父が少し良くなったり、母校の岩

国高校野球部が秋季県大会で優勝したり、特別参

拝のお蔭かもしれません。 
さて、日本の建築・・・その 9 は≪城郭≫です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
現存する木造建造物の天守閣は四つの国宝だけ

となっております。大阪城をはじめ、ほとんどが

･ソング  ♪｢我等の生業｣♪ 

･卓話 

｢釣りとの関わり第 2章｣ 

竹森 敏麿会員 

･ピアノ ﾀﾞｲｱﾅ･ﾛｽ「If We Hold On Together」 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013 年 10 月 4 日 第 1466 回例会 
職業奉仕月間・米山月間 

 2013－2014 年度  

国際ロータリー会長 ロン Ｄ.バートン 

ENGAGE ROTARY CHANGE LIVES 

ロータリーを実践し みんなに豊かな人生を 

◎本日のプログラム ◎次週(10 月 11 日)のお知らせ 

― 会長挨拶 ― 

                          KEEP THE SPIRITS CREATE ROTARYLIFE ! 本年度 クラブのテーマ 



１．次週 10 月 4 日(金)の例会は 18：00～19：45
の夜例会です。お間違えのないようにお願い

します。  
２．10 月 17 日(木)は三世代クラブ合同例会です。

開催日時 10 月 17 日(木)12：30～14：00 場所

はインターコンチネンタル大阪です。終了時

間が 30 分延長となっておりますのでご注意

ください。  
３．9 月 21 日(土)～22 日(日)地区青少年交換委員

会の一泊研修旅行が開催され、辻村会員が出

席されました。詳しくは週報をご覧ください。 
４． 9 月 25 日(水)会長・幹事交流会に参加して交

流を深めて参りました。 

・会員増強委員会 

委員長 西尾 昌也 

次週の 10 月 4 日夜例会に際し、会員各位のご

友人及び入会見込み者の多数のご参加を是非お願

い致します。 
我が大手前 OB の方々もお誘いしておりますの

で、皆様からもお声掛けお願い致します。 
・会員研修委員会 

委員長 北村 光司 

本日 2013‐2014 年度第 1 回会員研修委員会を

例会終了後 13：40 から開催いたします。 
｢ロータリーの理念、リソースを通じてビジネス

を活性化する方策｣につき討議いたします。お時間

の許す方はどうぞご参加下さい。 

・広報委員会 

委員長 松浦 貞男 

～第 2660 地区 TV コマーシャル放映～ 
世界ポリオデーに関して、永年これに取組んで

きたロータリークラブの活動を『テレビ大阪』を

通じて紹介します。 
平成 25 年 9 月 25 日より 10 月 24 日まで 30 回

に亘って放映されます。ご友人の皆様に広くご案

内ください。プログラムはお手元にある日程表に

てご確認ください。 
・親睦活動委員会 

委員長 岡田 耕平 

11月2日(土)～3日(日)の一泊二日で予定してい

ました親睦家族旅行ですが、参加者が少なく、先

般の理事会承認を経て延期という事になりまし

た。参加を表明して下さっていた皆様には大変、

申し訳ございませんがご了承の程、お願いいたし

ます。 
これを受けて、既に会員の皆様には、ご案内を

しております通り、親睦家族会として伊勢神宮方

面への日帰りツアーを計画しています。 
出欠アンケートの提出期限は 10月 7日(月)です

ので、出来るだけ多くの○印を付けていただいた

上でご返信をお願いいたします。 
・職業奉仕委員会 

委員長 佐々木 宏 

9 月 17 日の八尾徳洲会病院の見学会、15 名の

皆様、参加いただきありがとうございました。最

新の医療設備をご覧になって医療の進歩を感じら

れたと思います。健康チェックを忘れずに！！ 

鉄骨・鉄筋コンクリート造(掛川城 1996・伊賀上

野城 1935 は木造再建)、エレベーター付きもあり、

耐火建築物となっております。江戸城、名古屋城、

二条城、大阪城、姫路城、松本城、岩国城、熊本

城、和歌山城・・・、現在ある主要都市はすべて

近世の城下町でありました。 
また、初の天守(主)閣は安土城で、古文書・指

図から復元されたものは、吹き抜け空間を持った

城郭でありました。この続きはまた詳しく・・・。 

― 直近の行事予定 ― 

・10 月 4 日(金)  18：00～19：45 

夜例会 

   (帝国ホテル｢牡丹の間｣) 

・10 月 8～9 日(火～水)  MU 事業 

東日本大震災被災地訪問 

   (相馬等) 

・10 月 17 日(木)  12：30～14：00 

三世代クラブ合同例会 

   (インターコンチネンタル大阪) 

・10 月 25 日(金)  11：00～ 

指名委員会 

   (場所未定) 

・10 月 25 日(金)  13：40～ 

11 月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢梅の間｣) 

・11 月 15 日(金)  13：40～ 

12 月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢桐の間｣) 

 

10 月 11 日の例会場 

帝国ホテル大阪4階｢牡丹の間｣ 

― 幹事報告 ― 

― 委員会報告 ― 



朝槻・・・銀座、原宿、麻布ロータリーに偵察に

行きました。他の奉仕団体と異なる世

界一美しい魅力のロータリーにしまし

ょう！！と訴えて来ました。 
長谷・・・本日、会員研修委員会よろしくお願い

致します。一昨日、会長、幹事交流会

に参加して交流をはかって来ました。 
木村・・・何もありませんが！ 
北村・・・本日会員研修第 1 回、例会終了後宜し

くお願い致します。 
前田・・・本日早退のおわび。申し訳ありません。 
中林・・・先日、下関の春帆楼でふぐ料理を堪能

して来ました。ひれ酒の飲み過ぎでゴ

ルフの方は散々でした。 
中村(匡)・多田さん、卓話楽しみです。 
大蔭・・・長谷幹事はじめ皆様のお蔭でもう 3 ヶ

月が過ぎました。10 月 4 日は“夜例会”

です。お友達や OB の方とご一緒に！

宜しくお願い致します。 
大本・・・米山奨学生、陳さんおかえりなさい。 
佐々木・・二週連続欠席おわび。先日の職業奉仕職

場見学の参加ありがとうございました。 
関・・・・早退のお詫び。 
多田・・・中村不二先生、手当ありがとうござい

ました。完治しました。 
山本(依)・多田さん、卓話楽しみにしています。 

― 出席報告 ― 

 国内ビジター 2名   会 員 数  36名  

 外国ビジター 0名   出席規定適用免除   4名  

 国内ゲスト  0名   会 員 出 席  22名  

 外国ゲスト  1名    会 員 欠 席 10 名 
<9 月 27 日の出席率 61.11％> 

Make up を含む 9/6 の出席率 90.63％ 

― 先週の卓話 ― 

今回の夏休みに台湾に帰った

間、父から日本の皆さんからい

ただいた感謝状を見せてくれま

した。 
日本の大震災の後、台湾にあ

る日本の財団法人交流協会を通

じ、家族は日本に献金しました。

｢巡業登山｣ 
多田 秀觀 

話は 50 年前に始まるのですが、高等学校で 2
年生の時に『ワンダーフォーゲルクラブ』が誕生

しました。5 年後の夏合宿に OB として参加した

のですが、このとき遭難事件がありました。死傷

者は出なかったので問題にもならなかったのです

が、このとき現役のリーダーが道を間違えたので

丸 24 時間彼と交代して 2 パート 14 名を率いまし

た。 
夕方に断崖の上にある岩に阻まれた場所で崖に

せり出して全員で岩を越えました(この体験で顧

問の先生は秋に辞職されました)。そして暗闇の急

斜面では底が見えないクレバスに 1 名が落ちかけ

たりしました。22：30 まで歩いて、まだ進もうと

するみんなを無理に休ませて翌朝 07：00 に起き

て水場に向かいました。到着は 10：30、30 時間

近くを水の補給なしで歩いたのです、ゆっくりと

休憩しキャンプできる平地を見つけて 15：30、や

っと食事の準備ができる体制になりました。 
ここで指揮棒をキャプテンに返して私の役目を

降りたのですが、引き返さずにこんな危ない場所

を抜けさせたという後悔の念は消えることがなか

ったのです。そこでクラブ創立 50 周年を記念し

て、あの場所にもう一度、と始めたのがこの巡礼

登山でした。これからも体力の続く限り反省を込

めて思い出の地を訪ねたいと思います。 

陳 瑋文 

一昨年から、毎年日本の皆さんから感謝状やメ

ッセージや映像などをいただきました。東北の皆

さんは現在復旧に向かって、頑張っている姿を見

ると、嬉しくて、自分も励まされるようになりま

した。 
人と人との間、このような助け合いの気持ちを

続ければ、困難があっても、乗り切ることはでき

るはずです。また、このきっかけで、台湾と日本

の交流はより深めていけば、素晴らしいことだと

思います。 

 

＜合計 ￥41,000 -  累計 ￥554,000 -＞ 

― ニコニコ箱報告 ― 

― 米山奨学生報告 ― 

大金ではないですが、少しでも大震災に被害され

た人々に暖かさを伝えようと思いました。 
歴史の要素でもあり、昔から台湾は日本と友好

的な関係を有しています。それに、私は日本に留

学して以来、日本の皆さんから、いろいろなお世

話になったので、この機会を通じ、家族と私は少

しでも恩返しをして、力になりたいと思いました。

そして、親戚はそのようなことを知り、献金しま

した。 



委員長 北村 光司 
日時：9 月 27 日 13：35－14：35(例会終了後) 
場所：帝国ホテル大阪 4 階｢桃の間｣ 
参加者：(グループ別表示、敬称略) 
1G：西尾、曽我部、山本依津子、金高、北村 
2G：中林、木村、朝槻、多田、大本 
3G：三木、中村匡克、大蔭、長谷(以上 14 名) 
議題：ロータリーの理念、リソースを通じてビジ

ネスを活性化するための情報共有 
進行：委員長より趣旨説明の後、3 グループに分

かれて 30 分程度の討議を経て、各グルー

プ発表を行った。 
(注目点) 
・余裕のない今の時代に｢奉仕｣が事業に大切な理

由は何か？ 
・ロータリーの理念が、ビジネスにどう活用され

て活性化されるのか？ 
・リソース(資源、人的ネットワーク、委員会、地

区活動)については、どのような業種の方がどう

いうメリットを生かせるのか？ 
・上記情報を会員増強に結びつけるためのアイディア 
討議内容： 
1G：今現在の会員の詳しい仕事内容がわかってい

ないのが問題。職業奉仕の一環として、会員

内でエキスパートとしての情報提供を行える

よう、職業の詳しい名簿を作成、配布し、互

いに再認識しあう。自分の仕事に誇りをもち、

身近なところから職業奉仕を行う。リソース

に関し、異業種・他業種の出会いの場が RC
である。 

2G：第 1 グループと骨子同様である。｢私と職業

奉仕という冊子｣が昔あり。｢職業奉仕の想い｣

を伝えていた。どういうことで困ったら相談

できるかというような職業の詳細な情報を提

示し、まず身内から相談できる体制をつくる

とよい。この情報は、会員候補に自分たちの

魅力をアピールするということにもつなが

る。ビジネスと直接くっつけるのではなく、

信頼をつくるということに重点を置くべきで

ある。 
3G：理念、リソース等、言葉がわかりにくい。会

員増強方法として、外部に情報発信できる機

会を作るべきである。異業種と接する機会の

少ない方にはその機会の多彩性を、また、業

界の人脈を知っていることなど、新人候補に

アピールすると効果的である。見学会・講演

会・ゴルフなどにも同行する機会を設けると

よい。 

まとめ： 
1．まず当クラブの会員それぞれの職業情報冊子を

作り、これを利用して、当クラブ内部での身近

な職業奉仕を実践する。 
2．また、入会候補者が参加できる見学会・講演会・

ゴルフなどの機会を積極的に設け、この冊子を

入会候補者にも提示することで、会の魅力をア

ピールすることができる。 
3．ビジネスの活性化は表に出すとビジネス直結の

誤解を生じる懸念がある。その一方、なにかプ

ラスになるものをアピールせねば、会員増強に

は結びつかない。異業種ネットワークを通じて

信頼を高める、そのことが、会員個人と会社の

見えない価値を高める、本年度の会員研修の趣

旨を以上のように改める。 
今後の予定： 
上記結果を理事会報告し、他委員会で対応可能な範

囲をお伺いさせていただきたく考えております。 
 また、上記結果を踏まえ、第 2 回の会員研修を

同じスタイルで開催したいと考えています。討議

事項につき、ご要望がありましたら、北村光司

(koji.kitamura@seijuip.jp)までお願い致します。 
告知から開催まで短期間であったにもかかわら

ず、ご多用中多数ご出席いただき、誠にありがと

うございました。 

10 月 4 日のメニュー 

和食 

松花堂弁当 

なだ万 

― お祝いと表彰 ― 

― お誕生日おめでとう ― 

― 結婚記念日おめでとう ― 

― 事業所創立記念日おめでとう ― 

― 出席表彰おめでとう ― 

 

 

 

 

     〈四つのテスト〉１．真実かどうか  ２．みんなに公平か  ３．好意と友情を深めるか  ４．みんなのためになるかどうか 

― 第 1回会員研修報告 ― 

 

木村 節三（14 日）岡田 耕平（17 日） 

朝槻真紀子（19 日）竹森 敏麿（15 日） 

三木 元昭（18 日）中村 匡克（24 日） 

中野 裕司（12 日） 

朝槻真紀子 マキオリジナルデザイン （1973） 

・1 ヶ年皆出席表彰 

松葉 知幸 

・3 ヶ年皆出席表彰 

西尾 昌也 

・7 ヶ年皆出席表彰 

岡田 耕平 


