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新年明けま新年明けま新年明けま新年明けましておめでとうございます。しておめでとうございます。しておめでとうございます。しておめでとうございます。    

 クラブメンバーの皆様は、良き新年をお迎えの

ことと思います。 

夏の盛りの 7 月から、我が大阪大手前ロータリ

ークラブの会長を拝命してから、あっという間に

半年が過ぎ去り、こうして新年のご挨拶をさせて

いただく時期になりました。 

 昨年(上期)は、3クラブ合同社会奉仕事業の幹事

クラブとして大手前整肢学園の園児達を須磨海浜

水族館へ招待する事業をはじめ、クラブ恒例の事

業や活動をクラブの皆様のお力で無事に行われた

ことは、本当に良かったと思っております。 

 今年(後期)にも親睦家族旅行等の様々な事業や

活動が予定されておりますが、このような活動が

成功裡に終えられることを心より願っておりま

す。 

1 名の新入会員を迎えることが出来て、喜んで

いたのもつかの間、昨年末には 2 名の退会者があ

り、残念な結果となりました。 

 これからの半年間、退会者は出さず、逆に何名

かの新入会員を迎え入れられるよう、全会員一丸

となって、力を合わせ我がクラブにふさわしいよ

き人材を発掘していきたいと思います。 

 次に、昨年、地区からの要望により発足させた

クラブ戦略委員会も、1 回の会議と皆様からのア

ンケートを取るにとどまっておりますが、下半期

には何度か会議を開催し、皆様の思いや考えをま

とめ検討をし、今後のクラブ運営に役立つ提言を

したいと考えており

ます。 

 ｢クラブ改革｣と大

上段に構えるのでは

なく、皆で語り、聞き、

メンバー各人がどの

ような大手前ロータ

リークラブを望んで

いるのか、しっかりと

――――    出席報告出席報告出席報告出席報告    ――――    

 国内ビジター 0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  0名   会 員 出 席  24名  

 外国ゲスト  1名    会 員 欠 席  3名 
<12 月 25 日の出席率 90.00％>  

Make up を含む 12/4 の出席率 92.59％ 

考えていきたいと思います。おそらくメンバーの

数だけ、理想とするクラブのあり方もあると思い

ます。完璧なクラブがあり得ないように、メンバ

ー全員が 100％納得できるクラブもあり得ないで

しょう。 

 しかし、ロータリークラブという決まり事のあ

る組織の中で、最低限のルールを守ったうえで、

在籍者の最大公約数が望み、満足(納得？)するク

ラブをめざして、みんなで考えていきたいと思い

ます。 

 あと半年、自分に出来る限りの事は、皆さんと

一緒に頑張っていきたいと思っております。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

 

 

    

    
 
 
 
 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

2016 年 1 月 8 日 第 1573 回例会 
新年あけましておめでとうございます 

職業奉仕月間 

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    

会会会会    長長長長            中林中林中林中林    邦友邦友邦友邦友    



中林・・・メリークリスマス！2016年も宜しく

お願いします。 

辻村・・・メリークリスマス。今年 1 年ありが

とうございました。来年もよろしく

お願いします。 

朝槻・・・joyeux noël 

長谷・・・メリークリスマス。楽しい家族会を。 

金髙・・・メリークリスマス。二女がマーチング

バンド全国大会で金賞をとりました。 

先先先先々々々々週週週週の例会報告の例会報告の例会報告の例会報告    

親睦活動親睦活動親睦活動親睦活動副副副副委員委員委員委員長長長長    中村中村中村中村    不二不二不二不二    

12月 25日(金)18：10より帝国ホテル大阪 5階

｢八重の間｣にて、正にクリスマスの日に Xmas家

族会が開催されました。 

中林会長の挨拶、山本親睦活動委員長の開催宣

言後、本日は新入会員歓迎会も兼ねており、長谷

SAA、親睦活動委員より末永京子会員の紹介があ

りました。そして曽我部律夫元会長の乾杯の発声

鹿野・・・メリークリスマス。 

木村・・・MAX－MERRY CHRISTMAS！ 

北村・・・メリークリスマス。 

小林・・・Merry  Christmas！そしてみなさん

一年間ありがとうございました。 

久保・・・メリークリスマス。 

松田・・・メリークリスマス！！そして、一年間

お世話になりました。来年もよろしく

お願いします。 

松浦・・・メリークリスマス！ 

中村(不)・メリークリスマス会。 

中田・・・Merry Christmas！！末永さんご入会

おめでとうございます。 

西尾・・・メリークリスマス。 

岡田・・・メリークリスマス。 

岡本・・・メリークリスマス。 

大蔭・・・いいことありました！ 

佐々木(宏)・メリークリスマス！！ 

瀬尾・・・メリークリスマス。来年もよろしくお

願いします！ 

曽我部・・Xmas！ 

末永・・・メリークリスマス！ 

山本・・・今日は皆さん楽しくいたしましょう。 

・次週 1月 1日は元旦の為休会です。 

・クラブ協議会の出欠と資料の提出期限が 1月 8

日に成っておりますので、期限までに提出お願

致します。 

――――    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    ――――    

早いもので、私が会長職を拝命して早や 6ケ月

が過ぎ、今日が今年(2015年)最終の例会です。 

 メンバーの皆様のご理解、ご協力によりなんと

か卒なくクラブを運営することが出来ました。本

当にありがとうございます。 

 そして例会後はクリスマス家族会です。今回の

企画は、親睦活動委員会メンバーの皆様によるプ

ログラムとなりますが、みんなで大いに楽しみた

いと思います。 

 

 

◎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((((1111 月月月月 15151515 日日日日))))のお知らせのお知らせのお知らせのお知らせ    

＜合計＜合計＜合計＜合計    ￥￥￥￥82828282,000 ,000 ,000 ,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥1,029,3921,029,3921,029,3921,029,392    ----＞＞＞＞    

――――    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    ――――    
――――    クリスマス家族会クリスマス家族会クリスマス家族会クリスマス家族会報告報告報告報告    ――――    

･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｣♪｣♪｣♪｣♪    

････職業奉仕職業奉仕職業奉仕職業奉仕委員会担当委員会担当委員会担当委員会担当卓話卓話卓話卓話    

｢｢｢｢職業奉仕を理解しよう！職業奉仕を理解しよう！職業奉仕を理解しよう！職業奉仕を理解しよう！｣｣｣｣    

2013201320132013----14141414 年度年度年度年度    

地区職業奉仕委員長地区職業奉仕委員長地区職業奉仕委員長地区職業奉仕委員長    岡本岡本岡本岡本    雄介雄介雄介雄介会員会員会員会員    

････2222 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    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」」」」    

･ソング･ソング･ソング･ソング        ♪｢君が代｣｢奉仕の理想｣♪♪｢君が代｣｢奉仕の理想｣♪♪｢君が代｣｢奉仕の理想｣♪♪｢君が代｣｢奉仕の理想｣♪    

･お祝いと表彰･お祝いと表彰･お祝いと表彰･お祝いと表彰    

････卓話卓話卓話卓話    

｢｢｢｢新年新年新年新年あいさつあいさつあいさつあいさつ｣｣｣｣    

会長会長会長会長    中林中林中林中林    邦友邦友邦友邦友    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    ランゲ「幸福」ランゲ「幸福」ランゲ「幸福」ランゲ「幸福」    

――――    幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    ――――    

日 時：2015年 12月 25日(金) 

審議議案： 

１．台北百齢 RC創立記念例会が 2016年 6月 10

日(金)に変更になったため、1月度理事会決定

の 6 月 17 日(金)休会は取り消し、10 日(金)

を休会にすること。それに伴い 7 月度定例理

事会を当初予定の 17日(金)に戻す旨、承認。 

――――    会長会長会長会長挨拶挨拶挨拶挨拶    ――――    



で、すでに盛り上がった状態で宴会が始まりまし

た。 

次に金髙紗奈台北百齢 RC 短期交換留学生の堪

能な中国語の挨拶。パオラ・アゴスティーニ米山

奨学生の楽しい挨拶がありました。 

二人の話を聞きながら、最近は｢メリークリスマ

ス｣とは言わず、｢ハッピーハヌカ｣｢ハッピーホリ

デー｣という人もいるそうですが、この日は家族と

共に、ゆく年くる年を思い、世界の平穏を祈る日

にしたいと思いました。 

｢｢｢｢職業奉仕の神髄職業奉仕の神髄職業奉仕の神髄職業奉仕の神髄『『『『整頓されているから整頓されているから整頓されているから整頓されているから』｣』｣』｣』｣    

鹿屋ロータリークラブ鹿屋ロータリークラブ鹿屋ロータリークラブ鹿屋ロータリークラブ    

((((第第第第 2730273027302730 地区地区地区地区    鹿児島県鹿児島県鹿児島県鹿児島県)))) 

｢HAPPY NEWSキャンペーン｣を、皆さんはご

存じでしょうか。これは日本新聞協会が主催し、

その趣旨は、新聞をめくって心が温かく、幸せな

気持ちになったり、勇気が湧いてきたり、新しい

発見があったりした新聞記事に対するコメントを

募集し、その中でキラリと光る作品を表彰すると

いうもので、2015年で 12年目を迎えます。 

大賞を受賞したのは、鹿児島県日置市の看護

師・古垣ひとみさん。『南日本新聞』2014 年 10

月 9 日付、地域総合面に掲載された｢記者の目｣へ

のコメントでした。 

その｢記者の目｣の内容は、｢ある高校 3年生が語

った『どの社員の作業車も、道具類がいつも整頓さ

れている。こんな先輩たちのいる会社で働きたい』

という言葉がきっかけになり、その言葉に感動した

社長が計画になかった高校生の採用試験・面接を行

い、採用を内定した｣というものでした。 

その社長は｢誰がどこを見て評価するかわから

ない。皆が作業車内をきちんと整頓しているから、

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？        

職業倫理に徹することにより、事業の発展があ

り、利益を得るのであります。自分も儲かって幸

せになるが、顧客も信用のある商人から商品を買

って幸せになる。この両者の調和点が何処かにな

ければなりません。これは抽象的な表現で｢利己と

利他の調和｣という言葉で表現されております。職

業倫理に徹することにより、商人と顧客はお互い

に信頼と信用とで結ばれ、その結果、信頼と信用

のある商人(ロータリアン)が栄え、その反射的効

果として地域社会全体もまた栄えるというのがロ

ータリーの“奉仕”であり、目的でもあるのです。

私たちは、品物や技術を通じて社会に奉仕をする

ために職業を営んでいるという心を持ち、その見

返りとして利益を得るのであります。 

報酬を得るために職業を営むのではなく、職業

を通じて社会に奉仕をした結果、報酬を得るのだ

という心をもたなければなりません。つまり｢世の

ため人のために奉仕をする心を持って職業を営む

べし。｣という言葉の意味がここにあります。 

即ち“One Profits Most Who Serves Best”で

あります。 

引用文献 

木越正司：2660地区 2015～16年度のための地区研

修協議会資料｢クラブ職業奉仕委員長の責務｣ ～

職業奉仕の考えを拡めて人材を育成しよう～より 

ントは、大蔭ご夫妻、岡田ご夫妻が共にお二人が

当て、皆さんの羨望の的となりました。今夜はと

ても素晴らしいミラクルが起こったと思いまし

た。 

 そして、岡本会長エレクトの閉宴の言葉、西尾

例会運営委員長指導の｢手に手つないで｣を大輪の

合唱後、｢もし寒かったら雨が雪に変わっていたか

も知れない！？｣大阪大手前ロータリークラブク

アルパ演奏、全員参加の

ジルバダンス(沢山汗をか

きました！？)、プレゼント

交換会など楽しい時間は、

あっという間に過ぎていき

ました。帝国ホテルのお料

理も大変美味しく、皆様大

満足されたと思います。 

帝国ホテルからのプレゼ

リスマス家族会は、無事閉

宴となりました。 

佐々木会員、山本会員、

おみやげ有難うございまし

た。不行き届きもあったと

思いますが、皆様のご参加、

心より感謝申し上げます。 

 

～～～～    ｢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    ～～～～    

――――    ロータリーの友ロータリーの友ロータリーの友ロータリーの友 1111 月号より月号より月号より月号より    ――――    



――――    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    ――――    

――――    お祝いと表彰お祝いと表彰お祝いと表彰お祝いと表彰    ――――    

――――    お誕生日おめでとうお誕生日おめでとうお誕生日おめでとうお誕生日おめでとう    ――――    

――――    結婚記念日おめでとう結婚記念日おめでとう結婚記念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事業所創立記念日おめでとう事業所創立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出席表彰おめでとう出席表彰おめでとう出席表彰おめでとう    ――――    

高校生にも信頼された。仕事の中身も同じ｣と朝礼

で社員に訓示したとのことです。 

この記事に対して古垣さんは｢この話を詠んだ

後、自分はどうだろうかと考えさせられました。

どんな立派なことを言っても、普段の行動を他の

人が見た時にどう思われるかだなとあらためて思

いました。さらに、この高校生の言葉を社員の方

が社長に届けたこともうれしく思いました｣とコ

メントし、2015年 4月 7日に大賞を受賞されまし

た。また、後日、フジテレビや TBS系列の番組で

も紹介されました。 

この記事にある社長とは、鹿屋ロータリークラ

ブ所属、株式会社宇都電設代表取締役・宇都健三

郎会員です。 

ロータリーは、職業を通じて社会に貢献する職業

奉仕を基軸としており、ロータリー運動は単なる理

念の提唱ではなく、実践哲学だと言われています。 

宇都会員が日ごろから培っているロータリーの

精神や理念を職場での朝礼などを通じて社員教育

に生かし、社員がそれを真摯に実践した成果とし

て、今回の感動秘話、感動の連鎖につながったも

のと確信しています。 

仕事に対して、いつもは目立たない細部にも気

を配りおろそかにしないという真剣で真摯な姿勢

こそ、事業成功の鍵であり、職業奉仕を実践する

ロータリアンとして、われわれの模範とするとこ

ろだと理解し、｢ロータリアンかくあるべし｣と納

得した次第です。 

｢｢｢｢ロータリーの生きる道ロータリーの生きる道ロータリーの生きる道ロータリーの生きる道｣｣｣｣    

平塚北ロータリークラブ平塚北ロータリークラブ平塚北ロータリークラブ平塚北ロータリークラブ    山梨山梨山梨山梨    熙一郎氏熙一郎氏熙一郎氏熙一郎氏    

((((第第第第 2780278027802780 地区地区地区地区    神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県    内科医内科医内科医内科医)))) 

 現在、ロータリーは会員減少という難問を突き

つけられています。そして強引な会員増強を行っ

た結果として、ロータリアンとしてはふさわしく

ない会員を増やしてしまったことを反省させられ

ています。 

 ロータリーは宗教でもなければ、その代用物で

もない。年々複雑細分化し過ぎて、相互の連携が

難しくなり、｢木を見て森を見ず｣の弊害が心配さ

れます。 

 ロータリーの奉仕は個人個人の善意によるもの

で、心を求める精神的な奉仕が本筋でしたが、い

まや他人の金で奉仕する団体、組織を維持するた

めのものとなってきました。 

 また一方通行の巨大化が進み、｢ロータリーの簡

素化｣は一体どこへ行ってしまったのか。今こそロ

ータリーの基本理念である｢慈愛｣｢献身｣に立ち返

って活動を展開する必要があると思います。 

 温故知新･･･歴史を振り返る 

 不易流行･･･ロータリーの理念は不易である 

 この二つの言葉こそ奉仕の原点であると同時

に、ポール・ハリスは、ロータリーを｢平和の世界

のミニチュアである｣と言っています。つまるとこ

ろ、｢慈愛｣こそ原動力であり、巨大さを求めるの

は、自己破壊に通じます。 

 これからは知恵やエネルギーを博愛と利他の精

神に変えて、超民主主義社会の実現に使ってほし

いものです。 

親密な群れの限界は、40～50人と考えます。で

すから会員増強するなら、子クラブ、孫クラブを

つくり拡大していくのがよいのではないでしょう

か。また職業分類の原則を守ることが必要で、多

様性のある会員構成を図るべきだと思います。 

・・・・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｣) 

・・・・1111 月月月月 22228888 日日日日((((木木木木))))        11118888：：：：33330000～～～～    

歴代会長・幹事会 

   (場所未定) 

・・・・2222 月月月月 5555 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

ノミニー理事会 

   (帝国ホテル｢アポロンの間｣) 

・・・・2222 月月月月 19191919 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

3月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢桃の間｣) 

 

 

瀬尾 公一（12日）久保友志郎（13日） 

上野 勝巳（14日）金髙 好伸（25日） 

松浦 貞男（15日）朝槻真紀子（16日） 

末永 京子（14日）朝槻真紀子（16日） 

中村 不二 中村歯科医院       （1989） 

・ホームクラブ 6ヶ月皆出席表彰 

辻村 和弘 


