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●開会　「点鐘」

●ロータリーソング  「国歌」「奉仕の理想」

●出席報告

●在籍表彰

会員特別表彰

　在籍 15年　濵岡千寿郎会員

会員年次表彰

　在籍38年　中島孝夫会員

　在籍22年　井川孝三会員

　在籍　4年　福田隆教会員

●お誕生日御祝い

　中川　將会員（傘寿）

　松岡伸晃会員・大熊　勉会員・

　濵岡千寿郎会員・三木由貴男会員

●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

　　　「最新のがん治療あれこれ」

　　　　　　佐々木　洋　会員

●閉会　「点鐘」

■卓話予告

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

　ローターアクトクラブにつきまして、先週は地区に

オブザーバーで参加してまいりました。非常に熱の

こもった議論をされていました。誰がローターアク

ターで、誰がロータリアンかわからないぐらいでした。

　ローターアクターは行動力もあり、かつて単身で

田中作次・元RI会長に講演を依頼に行ったこともあ

るそうです。快く引き受けてくださったそうですが、

第2845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



元RI会長が来られるというのは、地区にとっては大

変なことです。

　ただロータリアンは、そのローターアクターの無謀

とも言えるような計画を、やめさせるのではなく、き

ちんと予算をとって環境を整え実施したそうです。

　また昨日は、東大阪RACへイルミネーションともち

つきの打ち合わせに行きました。ローターアクター

たちと交流していると、いつも清々しい気持ちにな

ります。

　お菓子を渡す子どもにつける目印をどうするかと

いう話で、ローターアクターから提案がありました。

さすが若い方の発想で、我々ではなかなか思いつ

かないこともあり、こちらも勉強することがあると感じ

ました。

　もちろんローターアクターにはいろいろと教えてい

かなければなりませんが、教えることは学ぶことで

あって、しかもこちらが彼らから学ぶこともたくさんあ

るはずです。どうか皆様にもご理解いただきますよ

う、よろしくお願いいたします。

▼21日、大阪東RACの例会に小谷副会長ほかで

参加しました。

▼26日、大阪帝塚山RACの例会に曽家会員ほか

で出席しました。

▼27日、大阪西南RACの例会に田中会員ほかで

訪問しました。

▼29日、安全安心の出陣式に会長が参加します。

▼30日、茨木RC60周年記念式典に、松本会員に

出席いただきます。

▼30日、八尾中央LC45周年式典に会長・幹事で

出席します。

▼30日、地区の公共イメージ向上セミナーに小谷

副会長ほかで参加いただきます。

▼日台ロータリー親善会議が来年3月9日に福岡で

開催されます。希望者は事務局まで。

▼本日、宇野会員からいただいたカレンダーをお

配りしております。

▼次週、年次総会を開催します。皆様のご出席を

お願いいたします。

▼親睦活動委員会・澁谷　登志和　副委員長

　次週に忘年家族会の会費を集めさせていただき

ます。また本日例会後、委員会を開催します。

▼RAC設立委員会・田中 康正 副委員長

　12月7日にロータリーデー「イルミネーション点灯

式」を行います。3年目の継続事業ですが、RAC候

補生のほか子ども食堂や輝の子どもたちを含め、

25名ほどで打ち上げを行います。皆様もこの機会

に、ご参加ください。

▼ゴルフ部・大槻　恭介　部長

　21日に田辺CCで秋のコンペを開催しました。優

勝は曽家会員、ベストグロスは宇野会員でした。次

回は来年5月に、春のコンペを行います。

「職業奉仕について」　

▼職業奉仕委員会・井川　孝三　委員

　職業奉仕はロータリアンにとって、精神的骨格とも

言えるものです。このためこれまでにも、各地区の

パストガバナーなどたくさんの方々が職業奉仕に関

する本を書かれています。

　RYLAの講師で来られたミズノ会長の水野さんが、

４つの窓の話をされていました。自分が知っていて

他人も知っている自分や、自分も発見していない、

そ の 他 の 報 告

卓　　　話

幹　事　報　告



まわりも知らない自分などがあります。

　また、山口幸雄元会長が話されていた象の話は、

目の見えない人が象をさわっても部分的にしかわ

からず、全体はわからない、というものでした。ロー

タリーでも、財団や青少年など一部門がわかっても、

全体を理解していることにならないと、ロータリーに

おける戒めにしてきました。

　水野さんはまた、野球の話もされていました。この

場面では誰がカバーに入るのか、を厳しく指導され

るそうです。それは上手い下手に関係なくできるか

らで、それは役割分担ということです。

　 こ れ は 職 業 奉 仕 に も つ な が る と 思 い ま す 。

vocational serviceという英語を一度、調べてみてく

ださい。たとえば社会奉仕はcommunity serviceで、

communityとは非常に狭い範囲を指します。ロータ

リーはもともと、地域社会に貢献するためにつくられ

たものです。

　さてvocationの考え方は、宗教改革にまで遡りま

す。宗教改革の時代には、職業は神から与えられ

た役割分担である、という考え方が起こってきました。

従ってすべての職業に貴賤はない、という考えで

す。それぞれの役割に皆が全力で取り組んでいくと、

社会が良くなっていく、ということです。

　このためvocationは、宗教用語に近いと考えられ

ます。一般的に、カトリックの国は経済があまり発展

しない傾向にありますが、プロテスタントの人が多い

国の方が発展しています。それは、プロテスタント

の考えが職業奉仕につながっているからと考えるこ

ともできるのではないでしょうか。もちろん、例外もあ

ります。プロテスタント以外の国で発展した例に、

我々の日本があります。

　さて、職業使命説いう考え方がありますが、その

実践の中で出てきたのが「最もよく奉仕するもの、

最も多く報いられる」という考えです。

　現在はアメリカや中国などで、一握りの人たちに

富が集中している傾向にありますが、こうした状況

については今、もう一度よく考えてみるべき時期で

はないでしょうか。

　魚屋も武士も、それぞれの役割があります。職業

奉仕はそれぞれ違い、根本は役割分担に全力で

取り組むことです。

　職業奉仕と正反対なのは、例えばアル・カポネで

す。麻薬を売っている人が頑張るほど、世の中は

悪くなります。そのためロータリアンの税理士が、犯

罪ではなく、脱税で引っ張りました。

　「四つのテスト」を実践するのはなかなか難しいで

すが、これを意識して生きるのと、そうでないのとで

は、10年ぐらいたつと、だいぶ違ってくるのではな

いかと思います。

　かつてハーバード・テーラーは、クラブ・アルミニウ

ム社の再建に取り組みました。いろんな項目を書き

出し、それを最終的には４つに絞り込みました。こ

れを名刺に印刷したのです。

　鍋や釜を作る会社でしたが、正直に自社の欠点

を出して宣伝しました。それが功を奏し、見事に再

建を成功させたのです。

　その後も、四つのテストで成功されたロータリアン

は数多いです。四つのテストの額を、会社に飾られ

ている会員もおられます。

　やはり全力で自身の役割を果たすことが大事だと

思います。そして皆さんも、自分なりの職業奉仕を

作ってください。

▼笠井会長　井川会員、卓話よろしくお願いします。

宇野会員、カレンダーありがとうございました。

▼山本（勝）直前会長　大変うれしいことがありまし

た。ウヒヒ・・・

▼小谷副会長　濵岡さんお世話になりました。井川

さん、卓話よろしくお願いします。

▼吉田幹事　井川さん、卓話よろしくお願いします。

写真有難う。

▼松本会員　山静如太古（やましずかにねむるが

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

11/13

11/20

11/27

会員数

66

66

66

出席

45

48

40

うち出席規定
適用免除者

14

13

12

メーク
アップ

0

出席率

78.95％

85.71％

72.23％

確定
出席率

78.95％

ごとく）

▼中川（將）会員　宇野さん、いつもカレンダーあり

がとうございます。井川様、本日卓話よろしくお願

いします。

▼井川会員　濵岡さん、帝塚山RAC訪問ありがとう

ございます。

▼菅野・長竹会員　井川様、本日卓話宜しくお願

い致します。

▼稲田会員　ジャパンカップ、大槻さんイチ押しの

馬、買っとけばよかったです！悔しい！

▼田中会員　久しぶりにボクシングの試合に出ます。

手強い相手で４３歳です！孫にオジンの強さをプレ

ゼントします。

▼川田会員　写真有難う。

▼濵岡会員　少し良い事が有りました。

▼柏木会員　11/23に息子が入籍しました。幸せに

過ごせます様に。

▼野村会員　大槻さん、稲田さん、夜のおさそいは、

もう少し早い時間にお願いします。

▼西村会員　ジャパンカップ、さっぱりでした。泣。

井川さん、本日の卓話よろしくお願い致します。

▼富田会員　良い事が有ります様に！！先日のコ

ンペ、村本様、山本様、野村様ありがとうございまし

た。また、会長賞、ありがとうございました。

▼相馬会員　良い事が有りました。

▼北野会員　良い事が有ります様に。

▼曽家会員　先日の親睦ゴルフ、スコアーは悪

かったですがハンディーがたくさんでましたので、

優勝することが出来ました。全額ではないですが、

ニコニコの方に寄付します。写真有難う。

▼平尾会員　先日の親睦ゴルフありがとうございま

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

地区大会

理事会

もちつき

イルミネーション
点灯式

忘年家族会

（休会）

疾病予防と治療月間月

月 火 水 木 金 土 日

職業奉仕月間

（休会）

理事会
新年初例会

月
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