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先週先週先週先週の例会の例会の例会の例会報告報告報告報告    

――――    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  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  1名   会 員 出 席  24名  

 外国ゲスト  1名    会 員 欠 席  3名 

<1 月 22 日の出席率 90.32％>  

Make up を含む 12/25 の出席率 92.59％ 

中林・・・この時期本来の寒さがやってまいりま

した。皆様お身体にはお気をつけ下さ

い。 

長谷・・・今日、朝ドラの五代さまが亡くなりま

した。明日から淋しくなります。本日

卓話、楽しみです。 

犬伏・・・急激な寒氣到来！皆さん体調に御留意

のほどを。 

鹿野・・・よろしくお願いします。 

木村・・・何もありませんが！ 

小林・・・先日の同好会お世話ありがとうござい

ました。薮内樣ようこそ。卓話楽しみ

にしております。 

村上・・・寒いですね。 

瀬尾・・・寒波到来。気をつけましょう。 

末永・・・先日のオペラ楽しかったです。ありが

とうございました。 

山本・・・鹿野先生、代理卓話宜しくお願い致し

ます。 

 

 

    

    
 
 
 
 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

2016 年 1 月 29 日 第 1576 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((((2222 月月月月 5555 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    ￥￥￥￥30303030,,,,000000000000    ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥1,1,1,1,111155553,3923,3923,3923,392    ----＞＞＞＞    

――――    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    ――――    

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

･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    

｢｢｢｢末期ガンからの生還末期ガンからの生還末期ガンからの生還末期ガンからの生還」」」」    

株式会社ファイン株式会社ファイン株式会社ファイン株式会社ファイン    会長会長会長会長    佐々木佐々木佐々木佐々木    義正義正義正義正氏氏氏氏    

((((北村北村北村北村    光司光司光司光司会員会員会員会員紹介紹介紹介紹介))))    

････ノミニー理事会ノミニー理事会ノミニー理事会ノミニー理事会（（（（13131313：：：：40404040～～～～    ））））    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    見岳章見岳章見岳章見岳章「「「「川の流れのように川の流れのように川の流れのように川の流れのように」」」」    

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    ――――    

・例会終了後、第 3回クラブ協議会が開催されま

すので、各委員長はご出席よろしくお願い致し

ます。 

・IM7組公開シンポジウムのご案内をポスティン

グしておりますので、参加ご希望の方は 1月 28

日までに事務局まで FAXお願いします。 

･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」」」」    



クリスマスは家族と一緒に過ごすならではの休

みです。1 年中離れた親戚と、もう一度仲良くす

る日です。その為一番忙しくてプライドが高い休

日です。 

クリスマスと言えば、プレゼントでしょう。親

戚それぞれにプレゼントをあげなければならいの

で、結構高くつく一日です。そして、イタリアで

は年配の方が力があるので、年上の人から嫌なプ

レセントをもらってとしてもすごく嬉しい顔を見

せないといけない。その上、前の年にもらったひ

どいプレゼントを覚ええておく必要があります。

絶対聞かれるからです。 

でもそれより、一番目立つのは食べ物に対する

注目です。25日早くに食べ始めて、年末遅くに食

べ終わります。つまり 1週間後まだ食べられる量

の山ほど料理を作ることです。 

介護の講演会は

よくあります。ただ

どれも理想論、空論

で実際の現場の状

況が語られていま

せん。ですから今日

はうちの施設で働

いている施設の看

｢｢｢｢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    大宮ケアホーム大宮ケアホーム大宮ケアホーム大宮ケアホーム    

大阪城ケアホーム大阪城ケアホーム大阪城ケアホーム大阪城ケアホーム看看看看護長護長護長護長    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    浩一会員紹介浩一会員紹介浩一会員紹介浩一会員紹介))))    

 

パオラ・アゴスティーニパオラ・アゴスティーニパオラ・アゴスティーニパオラ・アゴスティーニ    

今回イタリアで

は 1 年中で最も大

切な休日について

話したいです。 

順番にクリスマ

ス、お正月とベファ

ナです。 

食べ終わって、今度

クリスマスのゲーム

の出番です。一番有名

な の は ト ン ボ ラ

(tombola)というビン

ゴみたいなゲームで

護長を連れて来ました。(鹿野) 

私は住友病院で 5 年間勤めてから高齢者施設で

働きだしました。病院から高齢者施設に来て驚い

たことは毎日の忙しさの質が違うことです。高齢

者施設では勤務中に思いもよらないいろいろなア

クシデントが起こります。例えば利用者様の食事

介助中に他の利用者様が転倒したり予想もしない

ことがおこります。 

一つの仕事にゆっくり集中できないのが現実で

す。そのなかでそれを一つ一つ対処していかなけれ

ばならないため、勤務時間中は心が休まる時はあり

ません。そのためか、疲れた、給料が安い等様々な

理由でスタッフが辞めていきます。それは浩治会だ

けの問題でなく全ての介護施設の問題です。 

新しい介護施設はどんどん建っていきますが、

人の供給は追いついていきません。私達はリーダ

ーとなれるスタッフを養成することに力入れてい

ます。さいわいうちの施設では近年職員の定着率

が向上してきて職員のレベルアップがはかられて

います。 

それと忘れてはならないことは接遇です。利用

者さんと接する時、何時もありがとうの気持ちを

忘れないようにしています。とりとめのない話で

したがこれが現場の私達の気持ちです。 

最期に浩治会は、経営

者は三流ですが、藪内の

他、現場のスタッフは一

流です。もしよければ一

度うちの施設を見学して

ください。(鹿野) 

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

――――    米山奨学生報告米山奨学生報告米山奨学生報告米山奨学生報告    ――――    



｢変わらないために変わり続ける｣｢変わらないために変わり続ける｣｢変わらないために変わり続ける｣｢変わらないために変わり続ける｣    

前橋東ロータリークラブ前橋東ロータリークラブ前橋東ロータリークラブ前橋東ロータリークラブ    馬場馬場馬場馬場    誠氏誠氏誠氏誠氏    

((((第第第第 2222888840404040 地区地区地区地区    群馬県群馬県群馬県群馬県    不動産賃貸管理不動産賃貸管理不動産賃貸管理不動産賃貸管理))))    

 表題の言葉は、私が最近読んだ福岡伸一氏が書か

れた本のタイトルです。この本の中に、ロータリー

のことが出てきます。 

 ｢過日、ニューヨーク地区のロータリークラブの

パーティに出席した。場所はベラザノ・ナロウズ橋

(ニューヨークマラソン・スタート地点にある大きな

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？        

(前回からの続き) 

単なる寄付だけを目的とする団体であるなら

ば、毎週例会を開く必要はなく、お金だけを出し

ておけばいいのであります。社会奉仕をしたけれ

ば、それを専門にしている星の数ほどある団体に

入ればいいのであって、ロータリーに入った意義

がありません。 

そして、例会においては、それぞれが平等であ

るという大原則があります。すべてのロータリア

ンが対等の地位に立って、お互い学び合うのであ

ります。これを｢均一的平等の原則｣と言います。

毎週一回の例会に出席し、卓話を聞き、そして自

らが卓話者として話をし、異業種のすばらしい人

達との接触を通じてロータリアン自らが心を磨

き、そして今まで以上の知識と知恵を持ち、自分

の職業社会で｢世のため人のためになる仕事｣を目

指すのが職業奉仕の実践であります。 

即ち、｢職業奉仕の実践｣は毎週一回の例会出席

から始まるのであります。あたかもクリスチャン

が毎週日曜日に教会に行くと同じように心を洗う

ためにあります。 

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 

す。非常に時間がかかるが、実は皆と一緒に話す

タイムです。その時ガミガミ言うのは親戚の年上

です。もちろん若者は我慢して優しく答えますが、

本当に前年と同じ質問をされます。｢彼ができた

の？｣と｢大学？仕事を見つけた？｣はメインの質

問です。イタリア文化の柱、お金と恋ですね。 

でも子供も大切にされています。自分を輝かせ

て見せるチャンスはクリスマスをテーマにした詩

を暗唱する時です。皆が一番嫌な時間です。 

それで避けられないクリスマスツリーも必ずあ

ります。非常に愛されて、私の母は 3 月まで置い

たままにしたこともありました。 

クリスマスの後、お正月があります。家族の為

の休日がクリスマスであれば、お正月は友達と過

ごす日といえるでしょう。お正月と言うと泡ワイ

ンと花火がすぐ思い浮かびます。花火は人気すぎ

て 31 日の町は戦場みたいです。そのせいで去年

2015 は被害者が 190 人出て、一昨年は 253 人が

入院したそうです。 

お正月後、今度ベファナ(befana)という多神教

元でイタリアにしかない休日があります。ベファ

ナというのは魔女みたいに鼻のデカいお婆さんで

す。1 月 5/6 日の夜ほうきに乗って子供にお菓子

を持って来てくれます。 

悪い子には石炭を持ってくる皮肉があるお婆さ

んです。賢いプレゼントのあげ方です。私も石炭

をもらった時すぐ謝る気分になって、もっといい

子になれるようにしました。 

自分の国から離れてもこの休日を祝うと自分が

母国に継がれる力を感じています。まるで大きな

国の中に小さいのがあるようです。あるいみ、値

段安い外国旅行をするような感じです。今回旅に

出ましょう。 

 

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

～～～～    ｢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    ～～～～    



たない人も会員になることが可能になったため、

主文の中の｢事業｣という文言は改訂される必要が

あるのではないでしょうか。原文でこの部分は

｢enterprise｣となっていますが、英語を母国語と

するひとに確認してみると、この｢enterprise｣と

いう語句はむしろ｢activity｣という意味で使われ

ているとのこと。そこで自分なりに邦訳をします

と、｢ロータリーの目的は、意義ある日常活動の根

底にサーヴィスの心が大切であることを地域社会

に奨励し、これを育むことにある｣となり、以下に

続く四つの詳細とより整合性が取れるような気が

しますが、いかがでしょうか。 

吊り橋)の優美な夜景と、遠くに自由の女神を眺めら

れる海辺のゴルフコースのクラブハウス。ご存知の

とおり、ロータリークラブは国際的な社会奉仕連合

団体。標語は、Servive Above Self(自己を超えた奉

仕)｣ 

 この本の副題は、｢マンハッタンで見つけた科学

と芸術｣ですが、背景描写に想像力をかき立てられ、

ロータリーの紹介の仕方もシンプルでわかりやす

く、私はうれしくなりました。 

 福岡氏は生物学者で、｢動的平衡｣という概念を主

張しています。いわく｢(大きく)変わらないために、

(小さく)変わり続ける、絶えず小刻みに動きながら、

全体としては恒常性を保っている状態のこと｣だそ

うです。 

 ｢動的平衡｣は、ロータリークラブについても当て

はまっていると思います。例えば、先般ロータリア

ンの卓話を聞く機会がありました。いわく、｢ロー

タリーの中で最も重要なのは、職業奉仕だと思いま

す。職業奉仕がロータリーの歯車を回している。し

かし現在、その金看板はずいぶん色あせてしまいま

した……｣ 

 確かにロータリーも少しずつ変化しています。そ

の意味では｢動的｣という働きが作用していると思

います。しかしその本質部分、｢平衡｣は福岡氏の言

葉を借りれば、自己を超えた奉仕、それはそのまま

K・R・ラビンドラン国際ロータリー会長の言う｢PAY 

IT FORWARD｣つまり、｢恩返しする唯一の方法は、

誰かを助けることです｣というシンプルな考え方だ

と思います。 

 ｢誰かを助ける｣ということ。100 年以上にわたる

ロータリーに恒常性がそこにあることはまず間違

いないと思うのです。 

｢ロータリーの目的｣の邦訳を考え｢ロータリーの目的｣の邦訳を考え｢ロータリーの目的｣の邦訳を考え｢ロータリーの目的｣の邦訳を考えるるるる    

千歳ロータリークラブ千歳ロータリークラブ千歳ロータリークラブ千歳ロータリークラブ    福田福田福田福田    武男氏武男氏武男氏武男氏    

((((第第第第 2510251025102510 地区地区地区地区    北海道北海道北海道北海道    歯科歯科歯科歯科)))) 

 ｢ロータリーの目的｣の主文は、｢ロータリーの目

的は、意義ある事業の基礎として奉仕の理念を奨

励し、これを育むことにある｣となっています。と

ころが 2013 年の規定審議会によって、職業を持

――――    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    ――――    

・・・・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｣) 

・・・・2222 月月月月 26262626 日日日日((((金金金金))))        11119999：：：：00000000～～～～    MMMMUUUU 事業事業事業事業    

ボランティアを励ます会 

   (場所未定) 

・・・・3333 月月月月 11111111 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

4月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢桃の間｣) 

・・・・3333 月月月月 12121212 日日日日((((土土土土))))            

地区チーム研修セミナー、PETS 

   (大阪国際会議場) 

・・・・4444 月月月月 8888 日日日日((((金金金金))))        夜例会夜例会夜例会夜例会    

創立 33周年記念例会 

   (帝国ホテル｢八重の間｣) 

・・・・4444 月月月月 15151515 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

4月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢桃の間｣) 

・・・・4444 月月月月 16161616 日日日日((((土土土土))))            

第 3回ゴルフコンペ 

   (交野カントリークラブ) 

 

 


