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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    

長谷・・・うれしいことがありました。お菓子を 2

つ頂きました。やっとコミュニケーショ

ンが出来ました。本日の卓話｢職業奉仕

を理解しよう｣岡本さま楽しみです。 

鹿野・・・何もありませんが。 

木村・・・遅まきながら、｢明けましておめでとう

ございます！｣ 

松田・・・岡本さんの卓話勉強させていただきます。 

2月 5日(金)例会終了後、22F「オリオンの間」に

てノミニー理事会を開催いたします。次年度理事・

役員の皆様はご出席をお願いいたします。 

紙面の都合上｢直近の行事予定｣は今回割愛させてい紙面の都合上｢直近の行事予定｣は今回割愛させてい紙面の都合上｢直近の行事予定｣は今回割愛させてい紙面の都合上｢直近の行事予定｣は今回割愛させてい

ただきました。必要な方は、幹事までお問合せ下さい。ただきました。必要な方は、幹事までお問合せ下さい。ただきました。必要な方は、幹事までお問合せ下さい。ただきました。必要な方は、幹事までお問合せ下さい。    

 

 

    

    
 
 
 
 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

2016 年 1 月 22 日 第 1575 回例会 
職業奉仕月間 

◎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((((1111 月月月月 22229999 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    
｢｢｢｢介護の現場介護の現場介護の現場介護の現場」」」」    

医療法人浩治会医療法人浩治会医療法人浩治会医療法人浩治会    看護長看護長看護長看護長    藪内藪内藪内藪内    加奈子加奈子加奈子加奈子氏氏氏氏    
((((鹿野鹿野鹿野鹿野    浩一会員浩一会員浩一会員浩一会員紹介紹介紹介紹介))))    

･クラブ協議会（･クラブ協議会（･クラブ協議会（･クラブ協議会（13131313：：：：40404040～～～～    ））））    
･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    谷村新司谷村新司谷村新司谷村新司「「「「昴昴昴昴」」」」    

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    

――――    幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    ――――    

・本日例会終了後、2 月度定例理事会が開催されま

すので、理事役員の方は出席お願いします。 

・次週例会終了後、第 3回のクラブ協議会が開催さ

れますので、担当者は出席お願いします。出欠及

び資料提出がまだの方がおられますので、早急に

お願いします。 

・後期会費納入の案内を郵送しておりますので、期

日までに納入お願いします。 

・地区より、｢2017年度ロータリー平和フェロー募

集のご案内｣｢IM7 組共同プロジェクトご参加の

ご案内｣が届いています。ご興味のある方は事務

局までお問合せ下さい。 

･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    
｢｢｢｢バリの神様の成功理論と実践バリの神様の成功理論と実践バリの神様の成功理論と実践バリの神様の成功理論と実践｣｣｣｣    

工学博士工学博士工学博士工学博士    
ノンフィクション作家ノンフィクション作家ノンフィクション作家ノンフィクション作家    クロイワショウ氏クロイワショウ氏クロイワショウ氏クロイワショウ氏    

((((木村木村木村木村    節三会員紹介節三会員紹介節三会員紹介節三会員紹介))))    
･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    リチャードリチャードリチャードリチャード「「「「小鳥の夕べの歌小鳥の夕べの歌小鳥の夕べの歌小鳥の夕べの歌」」」」    

――――    会長会長会長会長挨拶挨拶挨拶挨拶    ――――    

昨年末東北地方を旅行した折、青森県八戸市から

宮城県牡鹿半島までの三陸海岸を数百キロメート

ルほどドライブしました。出発して最初の頃は、海

岸線に延々と続くスーパー堤防に、ある種の復興の

息吹きを感じておりましたが、どこまでも続く景観

を無視した巨大な無機質の堤防を眺めているうち

に(これが地元の人たちの願いなのかな？)と感じる

ようになりました。 

 その思いは、数十戸しかない集落や、民家のほと

んどない土地までも巨大な堤防が万里の長城のよ

うに海と内陸を遮断する光景を見るに至り、(やっぱ

り何かおかしい･･･。)(地元の人たちは、絶対こんな

ことを望んでないぞ？)と感じるようになりました。

もちろん地元の人たちに直接話を聞いた訳ではあ

りませんが、同行した十数人は、皆私と同じような

感想を持っておりました。 

 旅行から帰って、ふと思ったことは、奉仕活動も

気を付けないと同じようなことになる恐れがある

のでは？ということでした。 

 幸い我々大手前ロータリークラブの活動は、小さ

いながらも相手方と意思の疎通をしっかり行い、無

駄のない有意義な活動ばかりと思います。 今後

も、相手方に寄り添った活動が継続されることを願

います。 

――――    次年度幹事報告次年度幹事報告次年度幹事報告次年度幹事報告    ――――    



――――    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  36名  

 外国ビジター 0名   出席規定適用免除   9名  

 国内ゲスト  0名   会 員 出 席  20名  

 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席  7名 

<1 月 15 日の出席率 76.67％>  

Make up を含む 12/18 の出席率 81.48％ 

・・・・芸術・文化同好会芸術・文化同好会芸術・文化同好会芸術・文化同好会    
曽我部律夫曽我部律夫曽我部律夫曽我部律夫    

いよいよ明日 1 月 16 日オペレッタ｢こうもり｣の

鑑賞日です。午後 4時開演です。終演後の会食は午

後 7時頃の予定です。 

中村(匡)・前回欠席のお詫び！ 

岡本・・・本日、職業奉仕の卓話よろしくお願いい

たします。このような場を与えていただ

いた曽我部先生ありがとうございます。 

大蔭・・・テンパーセントクラブ 1月から仕切り直

しです！6月まで頑張りましょう！ 

佐々木(裕)・遅刻のおわび。 

曽我部・・元地区職業奉仕委員長の岡本さん、卓話

よろしくお願いします。 

山本・・・風邪がはやっています。皆さんお気をつ

けて下さい。 

世話役世話役世話役世話役    曽我部曽我部曽我部曽我部    律夫律夫律夫律夫    
日時：平成 28年 1月 16日(土)午後 4時 

場所：吹田市文化会館メイシアター大ホール 

演目：喜歌劇｢こうもり｣ヨハン・シュトラウスⅡ 

関西歌劇団第 97回定期公演 

当クラブ発足以来、多分初めてのオペラ鑑賞会で

す。12 月 4 日例会での呼びかけに即座に 12 名の

申込みがあり、間もなく予めチケット購入予定数の

15名の会員、家族の御参加をいただきました。 

 当日会場へは全員早々と到着され、4時の開演か

ら 1回の休憩をはさんで 7時 30分終了まで新春に

ふさわしい喜歌劇を楽しみました。演出は少し変わ

った構成ですが、サービス精神にあふれた好演でし

た。終演後ホール前のレストランにて 10名で会食。

感想や今後の希望等で話も盛り上がり、9時半にお

開きとなりました。 

参加者：金髙夫妻と令嬢、中野夫妻、長谷、小林、

中村(不)、中村(匡)、末永、山本、曽我部、岡田夫

人、多田令息、パオラ(米山奨学生)計 15名 

いかと思いました。中略 

ロータリーは親睦から始まったこと、ロータリー

の歴史の変遷のなかで職業奉仕の思想が生まれ育

ったこと、日本にも古来から二宮尊徳翁の報徳教の

ようなロータリーの職業奉仕に近い思想あったこ

と、そしてそれが私たちの体の中にも脈々と流れて

いることを短い時間ですがお話ししました。 

地区の職業奉仕委員長をお受けするとき、当時の

委員長に｢職業奉仕が理解できません。何をどう考

えたらよいのですか？｣とお聞きしました。｢岡本さ

ん、君は日頃頑張って働いてその活力を奉仕事業に

ぶつけているでしょう。それで良いのですよ。また

奉仕事業でもらった感動やエネルギーをまた仕事

にぶつければ良いんです｣おっしゃられました。目

からうろこが落ちる気がしたことを覚えておりま

す。皆さん、是非より高い職業奉仕を実践してくだ

さい！ 

｢｢｢｢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｣｣｣｣    
職業奉仕委員長職業奉仕委員長職業奉仕委員長職業奉仕委員長    曽我部曽我部曽我部曽我部    律夫律夫律夫律夫    

本日の卓話は元地区職業奉仕委員長の岡本会員

にお願い致しました。御静聴お願い致します。又、

当委員会の本年度の事業の一つであります週報へ

の職業奉仕委員会からの文章掲載ですが、職業奉仕

とは何か？職業奉仕は難解か？をテーマとして昨

年7月から毎号短文を掲載していますので御一読下

されば幸いです。又、会員の皆様からの御感想、御

意見の御投稿も歓迎致します 

13131313----14141414年度地区職業奉仕委員長年度地区職業奉仕委員長年度地区職業奉仕委員長年度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 

今日は今まで自分のやった卓話の中で過去最高

に難しい卓話となりました。昨年度まで地区職業奉

仕委員会に 5年間出向させていただきました。4年

目に委員長をさせていただく機会があり、おかげで

たくさんの人の輪に入ることができ、また職業奉仕

に対する意識の高い方々とも出会うことができま

した。出向させていただいた大阪大手前ロータリー

クラブに心より感謝しております。なんでも｢飛び

込まないと始まらないな｣とあらためて痛感した地

区活動でした。 

今日の卓話は平成24年9月8日第2660地区クラ

ブ職業奉仕委員長会議で第 2680 地区パストガバナ

ー深川純一様がご講演された記録からほとんど抜

粋させていただいております。少し趣旨を取り違え

てお話しするかもしれませんが、お許しください。

当時何もわかっていない自分がこの講演をお聞き

した時、｢また例のロータリーの歴史の話か｣と思い

ましたが、このご講演の中でロータリーの先人がど

のような思いで生きてこられたかを聞いているう

ちに少しロータリーという組織が分かったような

気がしました。歴史を紐解いてその流れを理解して

初めて職業奉仕の原点が少し見えてくるのではな

 

 

 

 

 

 

＜合計＜合計＜合計＜合計    ￥￥￥￥30303030,,,,000000000000    ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥1,1,1,1,121212123,3923,3923,3923,392    ----＞＞＞＞    

――――    同好会同好会同好会同好会報告報告報告報告    ――――    

――――    先週の卓話先週の卓話先週の卓話先週の卓話    ――――    

――――    芸術・文化同好会芸術・文化同好会芸術・文化同好会芸術・文化同好会オペラ鑑賞会の報告オペラ鑑賞会の報告オペラ鑑賞会の報告オペラ鑑賞会の報告    ――――    


