
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今 期 累 計 1,221,000円 

年 間 予 算 2,500,000円 

達 成 率 48.84 ％ 

 
 
 

・1/29   ガバナー補佐、ガバナー補佐エレクト訪問 

      第 2 回クラブ協議会 例会後～ 

・1/29  燦燦会（幹事会）18：00～ 

 

・2/2  2019-20 年度 地区チーム研修セミナー 13：30～ 

・2/5    国際奉仕委員会 情報集会 18：00～ 

・2/12   例会休会 

・2/16  補助金管理セミナー 

・2/26   例会休会 

 

・3/2  PET （会長エレクト研修セミナー） 

・3/5   通常例会 場所変更キラリエホール 

・3/23  IM3 組 ロータリーデー 12：30～ 

・3/26   例会休会 

第２６６０地区 
大東ロータリークラブ 

■ 事務所 
〒574-0046 大東市赤井１丁目 2-10 

ポップタウン住道本館４階 
T E L :０７２－８７５－１２００ 
F A X :０７２－８７５－０５９０ 
E-mail:office@daito-rc.org 
http://www.daito-rc.org/ 

■ 例会 
毎週火曜日 12 時 30 分～1時 30 分 
〒574-0076 大東市曙町 4-6 
大東市民会館 4 階「大会議室」 
T E L :０７２－８７１－０００１ 
 
 

◆4 つのテスト◆ 
言行はこれに照らしてから 
① 真実かどうか？ 
② みんなに公平か？ 
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？ 

DAITO 
ROTARY 

OSAKA JAPAN 

CLUB WEEKLY BULLETIN 

平成 31 年 1 月 29 日   No.2445   H31.1.22 (No.2444 の例会記録) 

大東ロータリー会長テーマ 

「もっと自由に、愛をこめて」 

 

 
２０１８年～２０１９年度 

 
国際ロータリーのテーマ 

 
国際ロータリー会長  

 
バリー・ラシン 

今週の予定   （1 月 29 日） 
お知らせ 

創立 1967 年 12 月 26 日 
■会長 中嶋 啓文 
■幹事 木村 克己 
■広報委員長 森脇 克弥 
（会報） 

次週の予定   （2 月 5 日） 

先週の例会報告 

ニコニコ箱 

 
インスピレーションになろう 

 

「 論語を習う 」 

岡本 日出士 会員 

「 世界理解に因んで 」 

国際奉仕委員会 杉原 巨峰 委員長 

◆ 出席報告（1月 22 日分） 

会員数 39名 出席数 29名 欠席者 7名 

特定免除 3名 その他免除 0名 

出席率 80.56％ 

 

前々回 12月 18日 

ホームクラブの出席者 27名  75.00％ 

メークアップの結果 35名 

特定免除 3名  その他免除  0名 

欠席者 1名  修正出席率 97.22％ 



 

 

    
 

 こんにちは。 

今月は「職業奉仕月間」です。 

そもそも職業奉仕とは何でしょうか。 

定款の第６条２項や細則第１０条第２節に「職業

奉仕委員会」として載っていますが、なかなか分

かりにくい。細則第１０条第２節には、その任務

は「各会員それぞれの職業における慣行の一般水

準を上げる上に役立つ指導と援助を与えるよう

な方策を考慮しこれを実施するものとする。」と定義されています。すなわち、会員

各自の職業の倫理感を上げるための委員会であり、対外的に活動を実施する委員会

ではないと言えます。 

 2660 地区のロータリー百科事典「６．職業奉仕」では、ロータリアンは日常の職

業活動を通して、自分の職場の従業員、取引先の人たちや関係者、ひいては地域社

会の人たちの模範となり、生きる力の根源である道徳的能力を向上させることに努

めていることを職業奉仕と呼び、それを自己の責務と考えているか否かにかかって

いるのです。と記されています。 

また、2640 地区職業奉仕委員長の角谷さんの報告書のなかには、 

＜奉仕活動によって、受益者が自分以外の地域の人々、もしくは地域社会の場合は

「社会奉仕」でありましょう＞ 

＜奉仕活動によって、受益者が自分自身の場合は「職業奉仕」でありましょう＞ 

と述べられています。 

「ロータリーの友」一月号に分かりやすく例をあげて掲載されていました。 

自動車会社での職業奉仕とはどういうことか。良い車を、運転しやすい、安全な、

ユーザーのためになる車を、また、環境にやさしい車を適正な価格で販売する。そ

れが職業奉仕だと思います。仮にその企業が救急車などを寄付されるとします。そ

れは立派な行為ですが、職業奉仕ではなくて、社会奉仕に入るでしょう。 

「職業奉仕」は、ロータリーの目的の第２にある、「職業上の高い倫理基準を保ち、

役立つ仕事はすべて価値あるものと認識し、社会に奉仕する機会としてロータリア

ン各自の職業を高潔なものにすること」そのものであります。 

他の団体にはない、ロータリークラブの考え方です。 

 職業奉仕に関しては、この後の柿木委員長の卓話や夜に開催される情報集会でも

議論されますので、この辺で終わります。 

 また、例会終了後には第１回目の次年度理事会が開催されます。次年度に向けて

出発されます。より良いクラブになりますことを期待しております。 

 

 

 

会長 中嶋 啓文 
会長の時間 



 

 

 

◎ニコニコ箱委員会                    委員長 西山 潤一 

・結婚記念日 自祝      大西 寛治 君 

・入会記念日 自祝      福富 經昌 君 

・入会記念日 自祝      小川 芳男 君 

・入会記念日 自祝      小林 誉典 君 

・誕生日 自祝       岡本 日出士君 

・本日次年度理事会が開催されます 田川エレクト頑張ってください 

         中嶋 啓文 君 

・中嶋会長 大変お世話になりました    木村 克己 君 

・2019-20 例会後 理事会よろしくお願いします   田川 和見 君 

・景気はジェットコースターの様です    佐藤 多加志君 

・グルメ会、参加 お願いします     橋本 正幸 君 

・本日の次年度理事会 よろしくお願いします   中野 秀一 君 

・中野秀一さん、京都会議ありがとうございました   中野 隆二 君 

・長女中学受験、無事合格しました  

本日の例会ならびに情報集会よろしくお願いします 感謝 柿木  篤 君 

・中野さん、東村さんありがとうございました 感謝  樋本 有伸 君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員会報告 

 

☆今週のお祝い  ~ 1 月 結婚記念~   ～ 1 月 入会記念~  ☆        

 結婚記念 大西会員 / 入会記念 福富会員・小川会員・小林会員  

                             



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ゴルフ同好会         キャプテン 空門 満也 

ゴルフ同好会からのご案内です。第３回コンペですが、３月１４日木曜日 交野カン

トリークラブにおきまして９時３８分スタートで開催いたします。ご参加の程宜しく

お願い致します 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区社会奉仕委員の中道 孝治氏が来会され献血活動のＰＲをされました。 

日時：2019 年 2 月 17 日（日） ＊雨天決行＊ 

集合 9：50・開会 10：00・閉会 16：00（予定） 

場所：①難波バス停横・②イオン大日・③樟葉駅前・④梅田 HEP 前・⑤京橋駅前 
 

＊現在、医療現場では 400ml の需要が高まっているため、400ml での献血をお願いいたします。 

 

 

２０１８～２０１９年度 
 

◇国際奉仕委員会 情報集会のお知らせ◇ 
 

 情報集会を下記の通り開催いたします。 

 ご出席の程お願い申し上げます。 

日  時 ２０１９年 2月 5日（火） １８：００～ 

場  所 まんま家  

会  費  ５,０００円  

 



 

 

 

 

 

 

 

「 職業奉仕月間に因んで 」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職業奉仕委員会 委員長 柿木 篤 

職業奉仕とは何か？ロータリークラブに入会して５年間、あまり深く考えずに参りま

した。今回初めて職業奉仕というものに向き合ってみました。ロータリー関連の書類

に目を通してみたのですが、書かれている内容はほとんど同じでした。職業奉仕とは？ 

ロータリーの目的第２項に書いてあります 

職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はすべて価値あるものと認識し、社会に

奉仕する機会としてロータリアン各自の職業を高潔なものとすること。というロー

タリーの哲学？ここが職業奉仕の根幹かなと感じました。 

 

職業上の高い倫理基準とは？  

当たり前のことを当たり前のようにすること 税金を納めてないとかは問題外と。  

皆様は会社を経営されている方々です。従業員の雇用や育成において、責任をもっ

て、公平に相手を尊重しておこなっておられることと思います。また、模範的な行

動を称え、奨励しているかと思います。そういったところが一つかなと思います。 

仕事関係者と接する際は、言葉の使い方が間違っているかもしれませんが、礼節が

整ってることであったり、それぞれの業界のルール？であったり世の中のルールを

守りながら、事業を進めていく、法令順守といったことではないかなと思います。

我々建設業で置き換えて考えると、15 年位前にあった耐震強度偽装などの建築偽

装や 近では京都市の庁舎が図面上では鉄筋コンクリート造である階段が実はレ

ンガ造であったりとか論外な話です。先ほども言いましたが、ルールある中で当た

り前のことを当たり前のようにすることが必要であると考えます。 

役立つ仕事はすべて価値あるもの 

世の中を生きていくうえで、多々無駄な行動があるかもしれませんが、失敗も多くある

先週の卓話 



 

 

かと思います。が結果的には経験値が上がり、キャリアアップにつながると思います。 

 役立つ仕事ならなおさらかなと思います。     

地区委員長の言葉に、 

「ロータリークラブは自分の職業を通じて社会に奉仕することを前提としています。

わかりにくいですが考えれば簡単です。自分の職業に対する意識、すなわち職業観、

職業精神をどのように持っているかです。企業の法令順守はもとより、各自が職業倫

理に根ざして行動しているか？従業員、地域住民、お客様、仕入れ先の方々を大事に

しているか？」とあります。岡本先輩がよくお話して頂く内容の中に、三方よし（売

り手良し、買い手よし、全て良し）、近江商人の経営哲学のひとつ「三方よし」 「商

売において売り手と買い手が満足するのは当然のこと、社会に貢献できてこそよい商

売と言える」を思い出しました。 ロータリアンの活動は職業精神に基づいて行動を

起こしたものであるかという点にあります。自らを律して他人に奉仕し、自らも利益

を得ることの実践の場として行動するかということが他団体との大きな違いである

と思います。このような精神のもとで実施することを外的奉仕と言っています。これ

らの内的・外的奉仕を組み合わせて日常の職業に生かしていくことが、ＲＣの職業奉

仕ではないかと思います。 

大東ロータリークラブの職業奉仕のひとつ、市内中学校での出前授業があります。 

今年度は谷川中学校一年生が対象で、６名＋αの会員に５０分講師をしていただきました。 

会長、幹事、直前会長も生徒側に座られ、やりにくい部分もあったかと思いますが本

当にありがとうございました。 

みなさん、それぞれ手法は違ってましたが、こども達には各々の職業の専門性を知っ

てもらえ、新しい気づきもあったように見受けられます。 

・病院とクリニックの違い  

・病院には医者と看護師しかいてない → 組織の仕組 

・ローンの仕組 → 将来の持家計画、支払ってる金額の大きさ 

・タイヤのローテーションの大切さ → 経済的にも環境問題にも影響 

・弁護士の印象が変わった ドラマでみてるイメージと違い大変 

・興味がなかったけど・・・ 

・クレーム対応の仕方 

・ケーキを買いに行きます！ 

  

 普段接点のない人の話を聞けてよかったとの意見もありました。 

   



 

 

サプライズで中嶋会長がいきなり講師になる場面もありました。あれだけ、「やらな

いから」「俺は絶対に出ないから」と前振りがすごかったのですが、・・そこでお話を

頂いた言葉が多くのこども達の心に残ってました。 

「損と得の道あらば、損の道を行くべし」（ダスキンの創業者 鈴木清一さんの名言） 

 人の役に立っているとお金は後からついてくる。 

  

【出前授業を終えて（谷川中学校一年生 117 名）】 

 

講師が仕事の内容以外で、生徒に話してもらったこと 

  友達を大切にすること 

  大きな夢（ＶＩＳＩＯＮ）を持ち続けること 

  努力を怠らない事、強い気持ちを持つこと 

  信頼関係 

 

生徒が興味をしめした点 

  お 金   社長だから年収たくさんもらっているイメージ 

        いい車に乗っているイメージ 

  意外性   現状に満足せず、前に突き進んでいく姿勢 

       タイヤが環境問題につながる…空気が減るとガソリンを使用する量

が増える 

        タイヤが燃料としてリサイクルされている 

        タイヤのゴム粉が陸上競技用のトラックに使われている 

（リサイクル率８９％） 

        「人の喜ぶ顔が見たいから」から始まった 

  夢の力・努 力 

大学を出てなくても自分次第で一国の主になれるということ 

        勉強することの大切さ（資格の必要性）（免れる力を強くする） 

  豆知識   弁護士バッジにひまわりがはいっている理由 

        ローンの仕組 

        病院とクリニックの違い 

        タイヤをローテーションして配置替えする必要性 

ﾘｱﾘﾃｨ    人の命を預かっている仕事（バーストしたときの怖さ） 

        裁判の中で長いものでは９年もかかった 

下積み時代が長く、辞めようと思ったこともある 

クレーマー 



 

 

感想の一部 

努力をしてプロバスケの選手になります 

プロ野球の選手になる 

建設業に就職します 

自動車整備士になります 

看護師になります 

 

将来、地元で就職する可能性が少なからずともあるかと思います。 

長い目で見ると、それぞれの会社に就職してくれるかもしれません。 

そうなればこの事業は職業奉仕の一環としてみとめられるのではないかなと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

グルメ会開催 
 

 2018-19 年度 第 2回グルメ会が 1月 27 日（日）15：00～  

べじ食べる鍋「旬菜」において開催され 13 名の会員が参加されました。 

     

 


