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●開会　「点鐘」

●ロータリーソング　「四つのテスト」　　　

●ゲストの紹介　

　八尾加圧トレーニングスタジオ加圧トレーナー

　　　末吉　朗様

●ビジターの紹介

　八尾東ＲＣ　会　長　大松桂右様

　　　　　　　　　ＳＡＡ委員　浅井寿徳様

●出席報告

●米山功労者表彰

第１９回メジャードナー　山本義治会員　

第６回マルチプル　中島孝夫・村本順三会員

第４回マルチプル　北野和男会員

第3回マルチプル　川田　隆・柏木武生宜会員

第２回マルチプル　稲田賢二・松井良介・

　　　　　　　　　　　　長竹　浩・宮川　清会員

第１回功労者　西　秀樹・小谷逸朗会員

●ロータリー財団表彰

ロータリー財団地区奉仕賞

　中川　將会員

マルチプル・ポール・ハリス・フェロー

　７回目　松本新太郎会員

　６回目　中西啓詞会員

　５回目　戸田　孝会員

　４回目　村本順三・井川孝三会員

　３回目　中川廣次会員

　２回目　山口智士・川田　隆・

　　　　　　吉本憲司会員

　１回目　宮川　清会員

ポール・ハリス・フェロー

　西村　衛・西　秀樹・小谷逸朗会員

●その他の報告

●会務報告　「会長の時間」　「幹事の時間」

●SAA報告　ニコニコ箱

▼卓　話　「筋肉という財産

　　　　　　～人生１００年時代を楽しく生きる～」

　　八尾加圧トレーニングスタジオ

　　　　　　　加圧トレーナー　末吉　朗　様

●閉会　「点鐘」

第2755回　例会　プログラム

国際ロータリー　テーマ

ロータリー：変化をもたらす　国際ロータリー 会長　イアン H.S. ライズリー

国際ロータリー　第2660地区　テーマ

個性を活かし、参加しよう　国際ロータリー 　第2660地区  ガバナー　片山　勉

八尾ロータリークラブ　テーマ　和の心を持ち、魅力あるクラブライフを　 会長　菅野　茂人



■卓話予告　　 

1/31　プロ・キャディ　清水重憲様　

2/7　小谷逸朗会員

2/14　吉本興業　白川様

2/21　子供食堂様

2/28　プロゴルファー　山本善隆様

3/7　「インターアクト活動報告」

　　　　　金光八尾高校インターアクトクラブ

3/14　職業奉仕委員会　笠井　実　副委員長

3/28　佐々木　洋名誉会員

4/4　「私を語る」　友田　昭・曽家清弘会員

　本日は、新しいメンバーとして五色建設の曽家会員が

例会に参加しておられます。これから八尾ロータリーの仲

間として、末長く宜しくお願いします。

　さて、先週は新年例会が都ホテルで行われました。多く

のメンバーの出席で盛り上がった年初例会になり、喜ん

でいます。会長にとりまして出席が多いのは一番嬉しいこ

とで、稲田委員長が企画してもらっています100パーセン

ト例会の協力をお願い致します。

　それから年末から開催されました社会奉仕委員会の

「八尾のまちに灯りを」のイルミネーションが昨夜、終了し

ました。昨夜には最後の点灯を見に行って来ました。皆

様の御協力、有り難う御座いました。

　さて１月は職業奉仕月間です。この後、飯田委員長に

職業奉仕の卓話をしていただきます。本日は職業奉仕

vocational serviceの語源を探ってみたいと思いましたが、

時間がないので次回にしたいと思います。

▼20日に地区国際奉仕委員長会議が行われ、今年

度松井委員長と次年度小谷委員長が出席されます。

▼4月22日に、ロータリーの国際囲碁大会が東京で

開催されます。

▼曽家　清弘　会員

　建売事業を営んでお

ります。松井会員とは、

仕事も含めてお付き合

いいただいております。先日はセブ島へもご一緒さ

せていただきました。

　ロータリー活動をしてみたいと思い、入会させてい

ただきました。今後もよろしくお願いいたします。

▼津田　伸一　会員

　今月5日に77歳になりました。素直に喜びたいと

思っております。ラッキーな７が並んでいるので、何

かいいことがありそうな気がします。

　結構なお祝いをいただき、ありがとうございます。

▼クラブ広報委員会・中島　孝夫　委員

　縦書きには、危機管理のお話が掲載されておりま

す。また、男性ホルモンの話も興味深いと思います。

　今月は、職業奉仕月間です。職業奉仕は、ＲＣが

他の団体と異なる特徴です。近年は働き方改革など、

環境も変わってきましたが、今こそアーサー・シェルド

ンの理念を学び直す時期なのではないかと感じます。

事業を継続的に発展させるために、必要なことだと

思います。

▼出席委員会・坂本　憲治　委員

　今月31日に100％例会を実施します。当日出席で

きない方は、必ずメークアップをお願いいたします。

　また本日、会員別の出席率の一覧をお配りしており

ます。ご自身の出席率など、ご確認ください。

▼社会奉仕委員会・児林　秀一　委員長

　12月から実施しておりましたクリスマス・イルミネー

ションを、今月15日で終了いたしました。市民の皆さ

んからも惜しまれながらも、無事終了しました。ご協

力ありがとうございました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

「職業奉仕月間に因んで」

▼職業奉仕委員会・飯田　寛光　委員長

　今年度は、毎月最終の水曜日に職業奉仕の委員

会を開催しております。どなたでも参加できますので、

よろしければご参加ください。

　多分に自身の意見も含まれるかと思いますが、卓

話をさせていただきます。昨年度の長竹委員長は東

大阪みどりＲＣの山片会員や、服部パストガバナーな

どを講師に招かれ、斬新な切り口で職業奉仕につい

幹　事　報　告

そ の 他 の 報 告

新 会 員 の 紹 介

喜寿のお祝い

ロータリーの友紹介

会　長　の　時　間

卓　　　話



て考える機会を提供されました。

　ＲＣの奉仕の中でも

理解しにくいとされる

職業奉仕ですが、ＲＩ

でも長年にわたり委

員会が設けられてい

ませんでした。しかし

企業の不祥事などで職業倫理が問われる今こそ、職

業奉仕の考え方が必要なのではないでしょうか。

　職業奉仕という言葉の和訳について「service＝奉

仕」の和訳に違和感ある、という意見もございます。

報酬を目的とする職業と、報酬を目的としない奉仕

が併存するためです。

　サービスを辞書で調べると「無償で活動するボラン

ティア」などの意味があり、最後の方に「奉仕」の意味

が出てきます。米山梅吉氏のように、誤解を招かぬよ

うあえて「サービス」と訳し続けた人もおられます。

　職業奉仕の歴史についてですが、1905年にロータ

リーが誕生した当初は、親睦と相互扶助を目的にし

ていました。いろんな職業の方々が入会してきました

が、当時のシカゴはアル・カポネの時代。無法地帯

のような社会で、何をしても儲ければよい、という風潮

がありました。

　１業種１人として会員を受け入れますが、誕生３年

目から社会的な奉仕事業が登場します。そこから、も

ともとの親睦派との対立が起こります。やがて相互扶

助がなくなり、社会奉仕派が台頭する中、ライオンズ

クラブなども登場します。

　そして1923年には、決議23-34が議決されます。こ

れは対立する両派閥を融和させようとしたもので、や

がて1927年には４つの奉仕部門が確立されました。

クラブ奉仕、社会奉仕、職業奉仕、国際奉仕です。

　31年には４つのテストが採択され、第二次世界大

戦後は、国連の設立にロータリアンも多数参加するこ

とになります。この頃からロータリーは、人道奉仕に

向かうようになります。

　皆様よくご存知のHe Profits Most Who Serves 

Best（現在は One Profits Most Who Serves Best）と

Service above self という言葉があります。ロータリー

以外の他団体には、職業奉仕という概念はありませ

ん。職業奉仕こそ、ロータリーの真髄と言えるのでは

ないでしょうか。

　アーサー・シェルドンは社会奉仕派の考えを取り入

れながら、しかし相互扶助の立場も維持して「継続的

に利益をもたらす顧客を確保することによって事業を

発展させよう」と考えます。こうして第一次資本主義か

ら、修正資本主義へと移っていくのです。

　現代ではロータリー財団などでも、人道的奉仕が

主流になってきています。古き良き近江商人や二宮

尊徳なども含め、ロータリアンも今こそ、職業奉仕を

再考しなくてはいけないのではないでしょうか。企業

倫理が問われている今、職業奉仕の理念は非常に

重要だと思います。

　今回の卓話にあたっては、東大阪みどりＲＣの山片

会員や田中毅ＰＧの書籍を参考にさせていただきま

した。特に入会年度が浅い方は一度、読まれてみて

はいかがでしょうか。

▼菅野会長 曽家様ご入会おめでとうございます。

末永くよろしくお願いします。ご夫人誕生日。

▼宇野副会長 よいことがありました。

ニ　コ　ニ　コ　箱

2018-19年度　ＲＩ会長テーマ

BE THE INSPIRATION
インスピレーションになろう

2018-2019年度

バリー・ラシン会長

（バハマ、イースト・ナッソーＲＣ）



八尾ロータリークラブ会報 クラブ広報委員会
お気付きの点がございましたら、
広報委員会までご一報下さい

委員長 ▼ 柏木武生宜　　副委員長 ▼ 相馬　康人
委 　員 ▼ 中島　　孝夫　　吉本　憲司

■ 出席報告

月日

12/20

1/10

1/17

会員数

55

55

56

出席

44

40

42

うち出席規定
適用免除者

12

9

11

メーク
アップ

0

出席率

86.27％

83.33％

82.35％

確定
出席率

86.27％

▼長竹幹事 曽家様ご入会おめでとうございます。

ご夫人誕生日。

▼佐野・吉本会員　ご夫人誕生日。

▼高井・中西（啓）会員　在籍内祝い。

▼坂本会員　今年もよろしくお願いします。

▼寺坂会員　初例会欠席しました。

▼山本（勝）会員　特に何もないですが、本年もよ

ろしくお願い申し上げます。

▼飯田会員　本日の卓話、宜しくお願いします。

▼川田会員　初例会欠席おわび。今年もよろしく

お願いします。

▼田中会員　曽家様、入会おめでとうございます。

素晴らしい経験を積立てて下さい。

▼濱岡会員　飯田さんの卓話楽しみにしています。

▼柏木会員　良い事があります様に。在籍内祝い。

▼津田会員　誕生内祝い。77歳になりました。

▼山陰会員　茶道部の皆様、本日例会後初釜で

す。ご出席よろしくお願いいたします。例会欠席

お詫び。

▼澁谷会員　新年例会欠席お詫び。

▼吉田会員　ニコニコありがとうございます。

▼宮川会員　早退。

▼児林会員　クリスマスイルミネーション15日消灯

しました。御協力ありがとううございました。

▼西村会員　良い事があります様に！

▼大槻会員　例会欠席お詫び。

▼福田会員　飯田委員長、卓話よろしくお願い致

します。

▼山本（隆）会員　誕生内祝い。

▼友田会員　松の内も過ぎ、幸先のよい日々を過

ごしました。
←　八尾ＲＣの
　　ホームページも
　　ご覧ください

今 後 の 予 定

月 火 水 木 金 土 日

（例会休会）

理事会・初例会
(シェラトン都ホテル)

月職業奉仕月間

月 火 水 木 金 土 日

理事会

地区補助金
管理セミナー

地区チーム
研修セミナー

平和と紛争予防／
紛争解決月間 月
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