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辻村・・・本日の卓話よろしくお願いします。 

朝槻・・・北村さん、快気おめでとう。末永さん

ようこそ。 

長谷・・・先日お休みのおわび又、早退のおわび。 

     末永さま入会おめでとうございます。 

鹿野・・・前回欠席のおわび。 

北村・・・本日、復帰後第一弾の会員研修です。

宜しくお願い致します。 

西尾・・・日曜日、京都第 7 レース、ニシオボヌ

ール出走します。前回惜しい 2着、リ

ベンジなるか！ 

岡田・・・大輪ゴルフコンペ団体戦 4 位入賞おめ

でとうございます。 

岡本・・・北村会員研修委員長、本日の会員研修

欠席いたしまして申し訳ございませ

ん。良い研修になりますよう祈念いた

します。 

先週先週先週先週の例会報告の例会報告の例会報告の例会報告    

先日、辻村幹事と黒田職員と共に、多田会員の

お見舞いに病院へ行ってまいりました。悪性リン

パ腫治療のため、抗がん剤投与を二度受けられた

後でしたが、談話室にて、お元気にパソコンに向

かっておられました。 

 我々もおよそ 30 分ほどでしたが、そのまま談

話室でお話をしたのですが、大半は多田会員によ

るお話でした。｢早めの発見だったので、元気にな

って戻りますよ｣と、力強くおっしゃっておられま

した。一日も早い復帰を心より願っております。 

 次に、先日、クラブ戦略計画委員会からのアン

ケートを全会員に向けて、郵送させていただきま

した。以前にもお話しさせていただきましたとお

り、ポスティングで配布すると、例会の空き時間

に手早く回答していただく方が多いのですが、今

回のアンケートについては、時間をかけてじっく

りと考えてご記入いただきたいとの考えから、あ

えて会員全員に郵送という形をとらせていただき

ました。よろしくご協力をお願いいたします。 

――――    臨時理事会議事録臨時理事会議事録臨時理事会議事録臨時理事会議事録    ――――    

 

 

    

    
 
 
 
 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

2015 年 11 月 20 日 第 1567 回例会 
ロータリー財団月間 

◎本日のプログラム◎本日のプログラム◎本日のプログラム◎本日のプログラム    ◎次週◎次週◎次週◎次週(1(1(1(11111 月月月月 22227777 日日日日))))のお知らせのお知らせのお知らせのお知らせ    

――――    ニコニコ箱報告ニコニコ箱報告ニコニコ箱報告ニコニコ箱報告    ――――    

･ソング･ソング･ソング･ソング        ♪｢♪｢♪｢♪｢四つのテスト四つのテスト四つのテスト四つのテスト｣｣｣｣♪♪♪♪    

････卓話卓話卓話卓話    

｢｢｢｢楽しく学ぶ個性心理学パート楽しく学ぶ個性心理学パート楽しく学ぶ個性心理学パート楽しく学ぶ個性心理学パート 2222    ～あなたの～あなたの～あなたの～あなたの

中に眠っているキラキラと光る個性とは～中に眠っているキラキラと光る個性とは～中に眠っているキラキラと光る個性とは～中に眠っているキラキラと光る個性とは～」」」」    

長谷長谷長谷長谷    裕代裕代裕代裕代会員会員会員会員    

････12121212 月度定例理事会（月度定例理事会（月度定例理事会（月度定例理事会（13131313：：：：40404040～～～～    ））））    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    アンドレ・ギャニオンアンドレ・ギャニオンアンドレ・ギャニオンアンドレ・ギャニオン「「「「めぐり逢いめぐり逢いめぐり逢いめぐり逢い」」」」    

2012012012015555－－－－2012012012016666 年度年度年度年度        

国際ロータリー会長国際ロータリー会長国際ロータリー会長国際ロータリー会長    K.R.K.R.K.R.K.R.ラビンドランラビンドランラビンドランラビンドラン    

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

Be a gift to the worldBe a gift to the worldBe a gift to the worldBe a gift to the world    

世界へのプレゼントになろう世界へのプレゼントになろう世界へのプレゼントになろう世界へのプレゼントになろう    

――――    会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶    ――――    ――――    幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    ――――    

・次週 20日は 12月度定例理事会ですので、理事

役員の方はご参加宜しくお願い致します。 

・21日(土)は IM6組ロータリーデー(旧インター

シティミーティング)がグランフロントで開催

されます。大阪天満橋ロータリークラブがホス

トですので、多数のご参加お願致します。 

･ソン･ソン･ソン･ソンググググ        ♪｢♪｢♪｢♪｢里の秋里の秋里の秋里の秋｣｣｣｣♪♪♪♪    

････卓話卓話卓話卓話    

｢｢｢｢日本人、お前は何者～日本人、お前は何者～日本人、お前は何者～日本人、お前は何者～    ドナルド・キーンドナルド・キーンドナルド・キーンドナルド・キーン」」」」    

朝槻朝槻朝槻朝槻    真紀子会員真紀子会員真紀子会員真紀子会員    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    フォーレフォーレフォーレフォーレ「「「「シシリエンヌシシリエンヌシシリエンヌシシリエンヌ」」」」    

日 時：2015年 11月 13日(金) 

審議議案： 

１．親睦活動委員会より別紙の通りクリスマス家

族会の収支について、承認。 



――――    出席報告出席報告出席報告出席報告    ――――    

 国内ビジター 1名   会 員 数  38名  

 外国ビジター 0名   出席規定適用免除  11名  

 国内ゲスト  1名   会 員 出 席  21名  

 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席  6名 

<11 月 13 日の出席率 80.65％>  

Make up を含む 10/23 の出席率 92.86％ 

職業奉仕委員会職業奉仕委員会職業奉仕委員会職業奉仕委員会    

｢職業奉仕｣は難解か？｢職業奉仕｣は難解か？｢職業奉仕｣は難解か？｢職業奉仕｣は難解か？    

まず職業奉仕という言葉から説明させて頂きま

す。｢職業｣とは収益を得る、つまりお金を儲ける

こと、また企業を継続維持するための手段であり

ます。私たちが生活を営むための利益を得る手段

であって、これは“自分自身のためのもの”であ

ります。｢奉仕｣とは世のため人のためのものであ

って、自分以外の“人のためのもの”であります。 

このように全く正反対の力の言葉が一つになっ

て｢職業奉仕｣という言葉になっているため非常に

解りにくいのであります。この言葉は完全なるロ

ータリー用語であって辞書には載っておりませ

ん。そして｢職業奉仕｣という言葉は、｢職業｣即ち

お金を儲けることであり、｢奉仕｣即ち世のため人

のために尽くすことであります。 

つまり、職業奉仕とは｢職業を営むことが、世の

ため人のための奉仕となる。｣と言っております。

ここが職業奉仕の一番難解な点であります。そし

て、この点が解らなくては｢職業奉仕は永遠の謎と

委員長委員長委員長委員長    北村北村北村北村    光司光司光司光司 

平成 27年 11月 13日(金) 13：40～14：40例

会後同室にて、職業奉仕の実践について会員研修

を行いました。出席者は 16 名、職業奉仕の概念

について曽我部職業奉仕委員長にご説明いただき

ました。職業を通じての奉仕は、まず社会奉仕と

して世間に貢献し、最終的に受益者が自分となる

ことが職業奉仕である旨のご説明がありました。

続いて、メンバーがそれぞれの職業奉仕にどのよ

うに取り組んでいるのか、また、取り組むにはど

のようなことを意識すればいいのかについて各メ

ンバーが発表し、職業奉仕の実践情報を共有いた

しました。発表は各自 3分以内と短いものですが、

皆様の個性が出ており、大変興味深く聞かせてい

ただきました。最後に松浦会員組織委員長にまと

めをお願い致しました。 

ご参加の皆様から凝縮されたスピーチをいただ

き、話す方も聞く方も真剣な雰囲気の会合であっ

たと思います。職業奉仕は難しい概念なので、前

週に資料を配布しておくなどの方法もあったかと

思っています。スピーチをご準備いただきました

曽我部職業奉仕委員長、真剣にお取組みいただき

ましたご参加の皆様に感謝いたします。 

――――    直近の行事予定直近の行事予定直近の行事予定直近の行事予定    ――――    

・・・・11111111 月月月月 20202020 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

12月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢桃の間｣) 

・・・・11111111 月月月月 21212121 日日日日((((土土土土))))        13131313：：：：00000000～～～～    

IM第 6組ロータリーデー 

   (コングレコンベンションセンターホール) 

・・・・12121212 月月月月 4444 日日日日((((金金金金))))            

年次総会 

   (帝国ホテル｢牡丹の間｣) 

・・・・12121212 月月月月 4444 日日日日((((金金金金))))    18181818：：：：33330000～～～～21212121：：：：00000000    

地区大会第1日目RI会長代理ご夫妻歓迎晩餐会 

   (リーガロイヤルホテル｢光琳の間｣) 

・・・・12121212 月月月月 5555 日日日日((((土土土土))))    11111111：：：：00000000～～～～17171717：：：：30303030    

地区大会第 2日目本会議 

   (大阪国際会議場 5F メインホール) 

・・・・12121212 月月月月 9999 日日日日((((水水水水))))        8888：：：：33330000～～～～    

第 2回大阪大手前ゴルフコンペ 

   (アートレイクゴルフ倶楽部) 

・・・・12121212 月月月月 18181818 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

1月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢桃の間｣) 

・・・・12121212 月月月月 25252525 日日日日((((金金金金))))        夜例会夜例会夜例会夜例会    

クリスマス家族会 

   (帝国ホテル｢八重の間｣) 

・・・・1111 月月月月 1111 日日日日((((金金金金))))            

休会 

・・・・1111 月月月月 15151515 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

2月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢梅の間｣) 

・・・・1111 月月月月 22222222 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

クラブ協議会 

   (帝国ホテル｢桃の間｣) 

なってします。｣ということになります。 
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～～～～    ｢職業奉仕｣コーナー｢職業奉仕｣コーナー｢職業奉仕｣コーナー｢職業奉仕｣コーナー    ～～～～    

――――    第第第第 1111 回会員研修回会員研修回会員研修回会員研修報告報告報告報告    ――――    

曽我部・・末永京子さんの新入会を祝して。 

芸術・文化同好会 

  ・・・歌舞伎鑑賞会費の余りです。 


