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●開会　「点鐘」

●ロータリーソング 「国歌」「歓迎の歌」

●新入会員の紹介

　　　大石 倫太朗会員　・　倉角 和彦会員

●カウンセラー委嘱状

　　大石倫太朗会員カウンセラー 居相英機会員

　　倉角和彦会員カウンセラー　村本 順三会員

●ゲストの紹介

　　米山奨学生 ウアール，ミナ ミネア アレクサンドラ様

●出席報告

●在籍表彰

会員特別表彰

　在籍 15年 澁谷 登志和会員、長竹 浩会員

会員年次表彰

　在籍6年　山本 隆一会員

　在籍3年　谷口 善紀会員

　在籍1年　北山 弾也会員

●お誕生日御祝い 

　　山本 昌市会員・宇野 泰正会員・

　　大槻 恭介会員・鼓呂雲 健造会員・

　　佐々木洋会員・福村修一会員・竹中浩人会員

●米山奨学金贈呈

●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　「国際奉仕委員会の活動報告と

　　　　　　　　ウズベキスタンの現状について」

　　　　　　国際奉仕委員会　鍋島 圭太　委員長

●閉会　「点鐘」

■卓話予告

2/8　法然院管主　梶田真章様

「日本人の宗教心　～佛教と先祖教～」

第2953回  例会  プログラム

国際ロータリー　テーマ

イマジン ロータリー
  国際ロータリー 会長　ジェニファー E. ジョーンズ

国際ロータリー　第2660地区　テーマ

大阪のロータリー 100周年を祝おう！
  国際ロータリー  第2660地区 ガバナー　宮里　唯子

八尾ロータリークラブ テーマ　　持続可能なロータリーへ　会長　吉本　憲司



2/15　追悼例会「戸田孝パストガバナーを偲んで」

　　　　佐野清会員・松本新太郎会員・居相英機会員

　先週は、出席率100％を目指す例会とさせていただ

き、見事100％を達成することができました。皆様のご

協力、誠にありがとうございました。

　会場への出席をはじめ、リモートでの参加や出席規

定の適用免除者に加え、他のクラブ事業や地区事業

へのメークアップなどで、皆さんに出席していただくこ

とができました。ここ一番というときには一致団結すると

いう、八尾ＲＣの底力を見せていただいた気がいたし

ます。皆さんもこれを一つの自信として、これからも力

を合わせていただければより結束力の高い、強いクラ

ブになっていくことと思います。ご尽力をいただきまし

た原田委員長をはじめ出席委員会の皆様、ありがとう

ございました。

　ところで今回の100％例会の取り組みを通じ、会員の

皆様には改めて出席の重要性を感じていただけたの

ではないかと考えております。

　会員には出席の義務があります、という堅苦しいこと

はここでは申しませんが、やはり例会場へ顔を出すこ

とで、なにか良いことや楽しいことがあるのではないか

ということを、身をもって感じていただければ、うれしく

思います。

　私も近ごろは、例会に出席することで「会員の皆さん

から元気をいただける」ような気がしております。バイタ

リティあふれるロータリアンの方々と接していると、何だ

か自分も元気をもらえているようで、「自分ももっと頑張

らねば」と思わされることもしばしばです。

　そういう意味ではもしかしたら、ロータリーのこの例会

場はある種のパワースポットと言えるかもしれません。

皆さんも「例会場へ元気をもらいに行こう」、そんな気

持ちで足を運んでいただけましたら、出席するのが楽

しくなるのではないでしょうか。

　裏を返せば、せっかくロータリーに入会していても、

例会に出席しなければこうした目に見えないパワーを

吸収することができません。それではさすがにもったい

ないと思いますので、皆さんもスマートフォンを充電す

るように、定期的に例会でご自身の充電をするように

心がけられてはいかがでしょうか。

　よりたくさんの方が出席していただければ、パワース

ポットとしてのご利益はさらに高まるはずです。八尾Ｒ

Ｃの例会場が、賑わいと活気にあふれるものとなりま

すことを願っております。

▼18日に、地区の職業奉仕セミナーがオンライン

で開催されました。

▼20日にＩＭ第4組の第2回金輪会が開催され、会

長・幹事で出席しました。

▼2月25日（土）に、IMロータリーデーがスイスホテ

ルで開催されます。この日は移動例会とさせていた

だきます。

▼2月21日、米山奨学生ミナさんの送別会の出欠

を回覧します。

▼次年度の地区財団補助金管理セミナーが28日

に開催され、児林会長エレクト、長竹会長ノミニー、

相馬地区委員長、竹中会員が出席されます。

▼次週例会後に、理事会を開催します。上程のあ

る方は、資料をご提出ください。

▼出席委員会・原田　達也　委員長

　先週の例会では、おかげをもちまして出席率100％

を達成できました。ありがとうございました。

　今後も、皆さんの出席をよろしくお願いいたします。

▼国際奉仕委員会・鍋島　圭太　委員長

　メルボルンで開かれる、国際大会のツアーの案内が

届いております。必要な方は、どうぞお持ちください。

▼米山奨学委員会・倉角　和弥　副委員長

　2月21日に米山奨学生のミナさんの送別会を開催し

ます。場所は参加人数により決定します。皆様ご参加

ください。

▼職業奉仕委員会・倉内　雅寛　副委員長

　本日例会後、職業奉仕の事業を実施します。宇野

会員から会社の成長秘話などを聞かせていただき、

そ の 他 の 報 告

幹　事　報　告

会　長　の　時　間



トークセッションも行います。皆様ご参加ください。

「職業奉仕について」

▼職業奉仕委員会・野村　俊隆　委員長

　今月の職業奉仕月間にちなんで、自分なりに職業

奉仕について勉強したことを発表させていただきます。

少しでも皆様の理解の助けになれば、と思います。

　職業奉仕とは、わかりにくいという声をよく聞きますが、

まずは定款を見てみました。そうすると高潔や理念、

倫理といった言葉がよく出てくることに気付きます。

　また皆さんは、ロータリーの目的は、読んだことがあ

るでしょうか。この文章の中で難しいのが、「奉仕の理

念」です。これは考えてみるとつまり、「思いやりをもっ

て、人の役に立つこと」ではないでしょうか。私たちは

これをめざして、事業をしているのだと思います。そし

てこれを広めるために、活動しているのでしょう。

　ロータリーの目的の「第2」には、職業奉仕に関する

ことが書かれています。この文章を分解してみると、

「職業上の高い倫理基準をもつ」「役立つ仕事はすべ

て価値あるものと認識する」、そして仕事を通して社会

に奉仕するという意識を持ち、各自の職業を高潔なも

のにすること、といった内容です。

　また続く目的の「第3」では、「日々、奉仕の理念を実

践すること」とあります。これを個人としてやっていこうと

いうことで、ここがライオンズクラブとの違いとも言えま

す。

　ロータリーの目的では、職業奉仕のみが単独で書か

れています。つまりロータリーにおいては「職業奉仕が

一番の根本」ということが、この目的を見てもよくわかる

と思います。

　そして八尾RCの定款では、第５条の五大奉仕部門

の中の第２部門として、職業奉仕があります。この中身

をかみくだいていくと、「事業および専門職務の道徳

的基準を高めること」とあるのは、現在でいうところの

「コンプライアンスのレベルを上げること」とも言えます。

　「品位ある業務はすべて尊重されるべきであるという

認識を深めること」とも書かれています。いい加減な仕

事はだめ、レベルの高い仕事をしましょう、とも理解で

きます。

　ところで「あらゆる職業に携わる中で、奉仕の理想を

いかしていくこと」とありますが、これはもしかしたら「あ

らゆる場面で」が正しいのではないでしょうか。

　またこの第5条の中に、会員の役割として「ロータリー

の理念に従って自分自身を律し」などとありますが、こ

の部分は他のところに書いた方がいいのではないかと

も思います。

　私なりのまとめとして職業奉仕とは、職業を通して、

思いやりをもって人の役に立つこと＝奉仕の理念を実

行し、広めていくこと、ではないでしょうか。そのために

も知り合いを増やし、日々実践していくことが必要です。

　今年度は炉辺会議を開催し、知り合いを増やす機

会にしてもらおうと思っています。また今日もこの後、

職業奉仕の事業を行います。宇野会員に講演いただ

きますので、どうぞご参加ください。

卓 　 　 話



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 ▼ 谷口　善紀　　副委員長 ▼ 菅野　茂人
委　  員 ▼ 居相・原田・田中（貴）・児林（健）

▼吉本会長　寒い中、皆様ご出席いただき、ありがとう

ございます。

▼長竹副会長　100％出席例会達成、ご協力に感謝。

野村委員長、卓話楽しみです。

▼稲田幹事　野村委員長、本日卓話楽しみにしてい

ます。

▼佐野会員　今年も宜しくお願いします。ご夫人誕生

日。

▼松本会員　誕生内祝い。

▼池尻会員　メンバーの皆々様、先週100％例会達成

有難うご座居ました。感謝です。原田さん、ご苦労様

でした。

▼中川・安田会員　良い事がありますように。

▼山本（勝）会員　本日の卓話、よく聞いて下さい。委

員長よろしくお願いします。

▼井川会員　松本さん、佐野さん、居相さん、ようこそ

おいで下さいました。

▼菅野会員　ご夫人誕生日。

▼宇野会員　本日の職業奉仕の卓話、よろしくお願い

します。

▼田中（正）会員　遅ればせながら本年も宜しくお願

いします。日本の食祭り大阪2023イン久宝寺緑地公

園へ夢うららホットステーション（こども食堂）が出店す

ることになりました。是非とも、お立ち寄りください。例

会欠席お詫び。

▼山陰・相馬・友田会員　野村委員長、楽しい卓話よ

ろしくお願いします。

▼野村会員　本日卓話よろしくお願いします。寝てる

とあてるかもしれません。また、例会後の事業もよろし

くお願いします。

▼児林（秀）会員　本日例会見学、西山さん、田中さ

ん、ごゆっくりして下さい。山部さん、入会まぢかです

ね、頑張って下さい。本日、野村職業奉仕委員長、卓

話楽しみにしています。

▼曽家会員　松井さん、野村さん、西村さん、先日は

いろいろと有難うございました。

▼平尾会員　名阪道通行止めで今日は会社休業で

す。会社が遠いとつらいです。

▼倉内会員　本日、職業奉仕事業よろしくお願いしま

す。

▼鍋島会員　寒いですね～。雪で名阪国道通行止。

当社工場、本日お休みです。皆様もお身体お気をつ

けて下さい。

▼谷口会員　大阪は雪の影響が少なくて良かったで

す。

▼原田会員　みな様の御協力のもと、1月18日の例会、

100％出席となりました。ありがとうございます。これか

らも宜しくお願いいたします。みな様に良い事がありま

すように！

▼竹中会員　今年リアル例会はお初です。今年度もよ

ろしくお願いいたします。ご夫人誕生日。

▼浦上会員　ご夫人誕生日。

▼児林（健）会員　田中委員長、先日はありがとうござ

いました。大変お世話になりました！久しぶりに潤いま

した。山本隆一先輩、水野さん、北山さん、先日はお

世話になりました。

▼北山会員　先週土曜日は田中委員長ありがとうござ

いました!! 大変勉強になりました！また日曜日は村本

様、お邪魔いたしました！山本隆一さん、児林健太さ

ん、ごちそうさまでした!!

▼水野会員　児林健太さん、山本隆一さん、北山さん、

先日は大変お世話になりありがとうございました。

■ 出席報告

月日

1/11

1/18

1/25

会員数

60

61

61

出席

34

54

49

うち出席規定
適用免除者

9

11

11

メーク
アップ

3

出席率

64.15％

96.43％

87.50％

確定
出席率

69.81％

ニ　コ　ニ　コ　箱
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