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●開会　「点鐘」

●ロータリーソング  「四つのテスト」

●出席報告

●その他の報告

●会務報告　「会長の時間」「幹事報告」

●SAA報告　ニコニコ箱

●卓　　話　　「私を語る」

　　　三木 由貴男 会員　・　森川 充康 会員

●閉会　「点鐘」

■卓話予告

11/27　 「職業奉仕について」

　　　　　　　職業奉仕委員会　井川孝三委員

12/4　　「最新のがん治療あれこれ」

　　　　　　　佐々木　洋会員

12/11　忘年家族会

12/18　「半期を振り返って」　笠井　実会長

1/8　　　新年初例会　シェラトン都ホテル　18：00～

1/15　　阪神監督　矢野様

　今月は会長の時間も使いながら、ローターアクトに

ついて会員の皆様に周知、徹底するようにしておりま

す。本日は、ローターアクトクラブ開設準備委員会の

児林委員長からご説明いただきたいと思います。

▼ローターアクトクラブ開設準備委員会・

　　　児林　秀一　委員長

　ローターアクトクラブは、18～30歳の青少年を対象に

しています。私は昨年、八尾ＲＣがホストを務めた春の

RYLAで、ロータリーパパをさせていただきました。最

初はあまり乗り気でなかったのですが、参加者の彼ら

は真剣でした。若者たちが真剣に何事にも取り組んで

いく姿を見て、自分を恥ずかしいと感じ、一生懸命に

させていただきました。

　そしてこの度、ローターアクトクラブ発足へ準備委員

会を設立しました。約18人の候補生がいますが、みん

な話をするときも目が輝いています。素晴らしい若者

たちばかりで、八尾RCの活性化にもつながると思いま

す。

第2843回　例会　プログラム

国際ロータリー　テーマ

ロータリーは世界をつなぐ  国際ロータリー 会長　マーク・ダニエル・マローニー
国際ロータリー　第2660地区　テーマ

Stand By You ～あなたと共に～ 国際ロータリー 第2660地区 ガバナー 四宮孝郎

The Pursuit of True Service and Friendship　真実の奉仕と親睦を探求する

会　長　の　時　間

八尾ロータリークラブ テーマ 会長　笠井　実



　１月から例会を開催したいと考えておりますので、皆

様も対象のお知り合いがおられたら、一度連れてきて

ほしいと思います。５月頃の設立に向けて準備を進め

てまいりますので、ご協力をよろしくお願いいたします。

▼本日例会後、ローターアクト設立準備委員会を開

催します。

▼先週開催した理事会の議事録を、本日の会報に掲

載しております。

▼10日、インターアクトの年次大会が四天王寺高校で

開催されました。参加された皆さん、お疲れ様でした。

▼八尾市中学校音楽祭の招待券が10枚、届いており

ます、11月24日に八尾市文化会舘で開催されます。

ご希望の方は事務局へお申し出ください。

▼地区よりガバナー・ノミニー・デジグネート選出につ

いて、お知らせが届いております。2022-23年度ガバ

ナーに、宮里唯子会員（茨木西ＲＣ）が選出されました。

▼クラブ広報委員会・新宮　一誓　委員長

　今月はロータリー月間です。「世界で良いことをしよ

う」ということで、各地で活動が行われています。また、

各国の財団寄付の金額が掲載されており、日本の寄

付金額は世界第3位です。

　財団に寄付する理由として「未来への種まきとして、

社会に還元していくため」などの意見が紹介されてい

ます。

　ロータリーがつなぐ日韓親善会議の記事では、草の

根レベルでいろいろな交流を行い、民間交流で友好

を深めていきたい、ということが書かれています。

　他にもためになる記事が数多くありますので、ご一読

ください。

▼親睦活動委員会・澁谷　登志和　副委員長

　12月11日に忘年家族会を、コンラッドホテルで開催

します。出欠を回覧します。

▼ゴルフ部・大槻　恭介　部長

　来週木曜に、八尾RC秋のゴルフコンペを田辺CCで

開催します。

「ロータリーの職業奉仕 根幹の根幹」　

▼国際ロータリー 第2660地区 職業奉仕委員会・

　　　山崎　修一　委員長　（大阪鶴見ＲＣ）

　「ロータリーの職業奉仕　

根幹の根幹」という題でお

話をさせていただきます。

「超我の奉仕」「最もよく奉仕

する者、最も多く報いられ

る」「四つのテスト」など、

「ロータリーの樹」の「幹と根

の部分」が、日本の昔からある人の成長や商売の、よ

り根幹となる基本的な考え方とどのように結びついて

いるのか、考える機会にしたいと思います。

　まず「生きがい」「働きがい」です。「甲斐」という言葉

は、そのほかにも「やりがい」「頑張った甲斐があった」

「不甲斐ない」などと使われますが、これが職業奉仕

の根幹の根幹だと思っています。これを失ったら職業

奉仕は成り立たないからです。健康、家庭、職場など

を大事にしながら、目標や理想など目指すところに向

かって継続努力するところに「生きがい」があります。し

かし、最も大事な点は、単に自分が目標を実現するだ

けでなく、周りの人たちがそのことによって認めてくれ

る、喜んでくれる、幸せになることでしょう。

　さらにその点を掘り下げると、「想い」や「情」といった

ものに繋がります。まず、相手の立場に立って考える

こと、相手の気持ちがわかることがスタートです。これ

が「超我の奉仕」の意味です。さらに、その相手の立

場に立って、自分を厳しく眺めることが要求されます。

この厳しく眺める基準が「四つのテスト」です。一方で

「情けは人の為ならず」ということわざがありますが、こ

れは「最もよく奉仕する者、最も多く報いられる」と本質

は同じところにあります。

　では、三つ目の「人の成長」「人づくり」について考え

てみます。ここには５つの視点があります。たとえば植

物は、「土」に「種」を蒔き、やがて芽を吹く、そして花

そ の 他 の 報 告

ロ ー タリ ー の 友 紹 介

卓　　　話
幹　事　報　告



が咲き、身を実らせる、それが何倍もの「種」となって

「土」に戻り、また芽を吹くといった繰り返しをしながら

成長していきます。人の成長をこの５つ「土種芽花実」

になぞらえてみましょう。

　第一に、「土」すなわち組織は一人ひとりにとっての

成長の舞台、自分の力を最大限に発揮する舞台だ,と

いう捉え方です。ロータリーという組織も、明らかに成

長の舞台、人づくりの場です。

　第二に、そこでいう成長とは、変化の一つ,「変化こそ

生命（いのち）」だという点です。「種」が宿るのです。

今私の目の前のパソコンを思い切り床にバンとたたき

つけると、粉々に割れます。形が変化しました。しかし、

パソコンには生命はない、では生命って何だろう、そ

れは、自分の意志と力で変化するということではない

でしょうか。グラスは残念ながら他の力でしか変化でき

ない、だから生命を宿していないのです。一方で、草

花は、自ら水分や養分を吸い摂り、光合成をして変化

していきます。だから生命です。自律的に変化してい

くところに、「生きがい」や「働きがい」が生まれるので

す。

　第三は、その変化や成長が「芽」をふく方向です。日

本国憲法第２２条には職業選択の自由が謳われてい

ます。私も税理士という職業を選択しました。ところが３

０歳で独立したときに、いくらその仕事をしたくても仕

事ができませんでした。全く申告書が書けなかったの

です。申告書を書いてくださいというお客様がいな

かった、ゼロからのスタートだったからです。人が仕事

を選ぶのは当然のこととして、実は仕事が人を選ぶの

だということを心の底から悟りました。言い換えると、常

に仕事から選ばれる存在になるように変化、成長して

いかなければならない、「変化こそ生命」の方向は、

「人が仕事を選び、仕事が人を選ぶ」というところにつ

ながることによって「花」が開くと思うのです。

　そうすると第四に、仕事から選ばれる存在になるに

はどうすればいいか、一人ひとりが「花開く」ためには

何が必要かということがポイントになってきます。これこ

そ正解はないように感じます。ただ１つだけ言えること

は、これからの時代は他の人と同じことをしていたので

は、「あなたにお願いします」と言って選んでいただけ

ないだろうということです。「自分らしさ」が大事なので

す。「独自性と多様性」が求められることの意味がここ

にあります。ロータリーの各会員、各クラブも例外では

ありません。

　そして第五に、こういう「らしさ」を鍛え上げていくには、

いただいた報酬や利益を投資に回さなければなりま

せん。金銭的な投資はもちろん、時間的な投資も大事

です。「毎月給料の１０分の１、毎日１時間を自分の将

来のために使いなさい。毎日１時間、１カ月で３０時間、

そんな大きな差じゃない。だけど、１年がたつとやって

いる人とそうでない人とで３６０時間の差になってくる。

そうなると１日１０時間ずつ追いつこうと思っても３６日

かかる差になる。それが５年、１０年したら圧倒的な差

になってもう取り返しはつかないだろう。日々の積み重

ね、１時間１時間の投資の積み重ねがものを言うよ。」

と、ある人に教えてもらいました。ロータリーの例会は

毎日ではなく、毎週ですが、その１時間１時間の積み

重ねこそ、真の親睦を通じて、人づくりの原点なので

す。ということで、またロータリーの例会といった成長の

場、「土」へ戻って来ました。この好循環こそ、職業奉

仕の根幹の根幹である「人の成長」に必要だと考えて

います。

▼笠井会長　山﨑さん、卓話よろしくお願い致します。

▼飯田会長エレクト・中西（啓）・中川（廣）・菅野・宇

野・山陰・澁谷・児林・宮川・相馬会員　写真有難う。

▼小谷副会長　山﨑修一様、ようこそおいで下さいま

した。本日卓話よろしくお願い致します。遅刻お詫び。

▼吉田幹事　山﨑様、卓話よろしくお願いします。写

真有難う。

▼佐野会員　稲田さん有難うございました。血液検査

の結果、総て基準範囲でした。佐々木先生のお陰で

す。池尻さん、会議所会頭お疲れ様でした。

▼中川（將）会員　山﨑様、ようこそおいで下さいまし

た。宜しく御指導下さいませ。写真有難う。

▼山本（昌）会員　忘年会のシーズンです。お身体に

留意され、楽しんで下さい。写真有難う。

▼小林会員　例会欠席お詫び。

▼田中会員　先日、チャリティーコンペに多くの参加

を頂き、心より感謝します。お陰様で７４組の盛大な

ニ　コ　ニ　コ　箱



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 ▼ 新宮　一誓　　副委員長 ▼ 吉本　憲司
委 　員 ▼ 福田　隆教　　相馬　康人　　竹中　浩人

■ 出席報告

月日

10/30

11/6

11/13

会員数

66

66

66

出席

49

44

45

うち出席規定
適用免除者

15

13

14

メーク
アップ

1

出席率

84.48％

78.57％

78.95％

確定
出席率

86.21％

チャリティーコンペになり、多額の寄付を贈呈できるこ

とが出来ました。本当にありがとうございました。

▼稲田会員　写真有難う。良い事が有りました。

▼川田会員　遅刻お詫び。

▼濵岡会員　竹中さん、ありがとうございます。写真有

難う。

▼新宮会員　本日「ロータリーの友紹介」宜しくお願い

します！！写真有難う。

▼長竹会員 山﨑様、卓話宜しくお願い致します。

▼野村会員　今週１５日（金）、おでんがうまい串カツ

屋におきまして、研修委員会を行いますので、ご出席

よろしくお願いします。写真有難う。

▼西村会員　山﨑様、本日卓話よろしくお願いします。

稲田さん、おめでとうございます。今週は私の番です

ネ！！写真有難う。

▼福田会員　ウチの愛犬ラピュ太がこの１２月で、１０

才になります！

▼大槻会員　長期例会欠席お詫び。来週から出席で

きる様、がんばります。

▼富田会員　良い事が有ります様に！！写真有難う。

例会欠席お詫び。

▼友田会員　秋のライラセミナーご協力ありがとうござ

いました。写真有難う。誕生内祝い。

▼曽家会員　先日、インターアクトクラブ年次大会に

御参加頂きまして有難うございます。写真有難う。

▼平尾会員　田中さん、先日はお世話になり、ありが

とうございました。写真有難う。

▼大橋会員　写真ありがとうございます。大阪鶴見

ロータリークラブ山﨑修一様、卓話宜しくお願いします。

　　八尾ＲＣの
　　ホームページも
　　ご覧ください

日時：２０１９年１１月１３日（水）

承認事項

1.新入会員（福村修一様）の件

持ち回り理事会議事録

今後の予定
月 火 水 木 金 土 日

理事会 インターアクト
年次大会

秋のＲＹＬＡセミナー
（～4日）

台北東ＲＣ
公式訪問（3日～）

ロータリー
財団月間

月

月 火 水 木 金 土 日

地区大会

理事会

忘年家族会

（休会）

疾病予防と治療月間月
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