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4つのテスト

●真実かどうか

第1720回例会

●みんなに公平か

平成31年1月21日

卓話
洋服の持つ力
株式会社オルボ
代表取締役社長

高橋

秀明 様
（堀会員ゲスト）

今週の歌
「R−O−T−A−R−Y」

大藤会長

皆さん、明けましておめでとうございます。
昨年半期は、皆様のご協力により、無事に終了しま
した。
本日は、年始最初の例会ということもあり、私と幹
事からアルコールをお出ししております。
今年半期におきましても、ご協力いただきますよう
お願い申し上げます。

幹事報告

出席報告

●みんなのためになるかどうか

出席委員会

榎原幹事

1．
「米山功労クラブ」感謝状受領の報告
◆表彰年月：2018年11月
◆表彰回数：第39回米山功労クラブ
2 ．米山記念奨学会より感謝状・表彰ピンが届いてお
りますので贈呈します
第10回 小林会員
第 8 回 宮川会員
第 7 回 梶山会員
3 ．2017−18年度表彰関連の賞状・バナーが届きまし
た。
◆ロータリー財団 100％「ロータリー財団寄付」
クラブバナー
◆ロータリー財団 End Polio Now感謝状
4 ．ロータリー財団寄付者認証品が届きましたので、
贈呈します。
PHF＋ 4 ：小川会員
PHF＋ 1 ：荻田会員
5 ．ロータリーの友 1 月号をお配りしました。
6 ．大阪フレンドロータリークラブ創立20周年記念講
演会開催のご案内が届きましたので、受付でご覧
ください。
7 ．IM第 2 組ロータリーデーのご案内が届きまし
た。 3 月16日（土）14時〜16時30分、ホテル阪急エ
キスポパークで開催されます。
8 ．来週の例会は祝日のため休会です。21日は理事会
があります。

河邊委員長

●会 員 数 48名
出席会員数 42名
●来
客 0名
本日の出席率 89.36％
●12月10日の出席率（メーキャップ含む）100％

青少年奉仕委員会

本田委員長

炉辺談話のご出席のお返事をいただきありがとうご
ざいます。改めてご案内させていただきます。
平成31年 1 月18日（金）18：30より
くいもん屋「わん」江坂駅前店
欠席の場合は橋本
（幸）
までご連絡をお願いいたします。

次年度幹事報告

前回内容

会長挨拶

●好意と友情を深めるか

堀次年度幹事

2019−20年度の役職者につきまして以下の方を選任
させていただきましたので、ご報告いたします。
クラブ奉仕担当理事
橋本 芳信
職業奉仕担当理事
近藤
亘
社会奉仕担当理事
清水 良寛
国際奉仕担当理事
西村 元秀
青少年奉仕担当理事
清水 大吾
Ｓ.Ａ.Ａ
村井 正雄
会
計
木下 基司

卓

話

職業奉仕について

職業奉仕

橋本

幸治 理事

最近のRI規定審議会の決定のいくつかは、ロータ
リーの運営に関して、私達にいろんな見直しを迫って
います。大きく変わったのは、各クラブの裁量による
自由な運営が出来る部分が大幅に増えたことです。
例えば会員資格等についても、職業を持たない個人
も入会が可能となり、年齢等の条件も、各RCの裁量
によるものという極めて自由な運営が許される時代と
なりました。このことは職業奉仕委員会の中でも、従

職業奉仕月間

第1721回

例会予告 平成31年1月28日

卓話
大災害発生時の事業継続について
ミネルヴァベリタス株式会社
コンサルタント 橋本 裕二 様
（堀会員ゲスト）

インスピレーションになろう
来の日本のロータリーの職業奉仕と、RIの考える職
業奉仕との間に、見解のずれが生じているのではない
かという議論が、多く交わされるようになりました。
2008 年 RI 国 際 協 議 会 の 全 体 会 議 に お い て、渡 辺
好政RI理事が「ロータリーの樹・2008」と銘打って
ロータリーを「一本の樹」に例えて、ロータリーの奉
仕活動における職業奉仕の位置づけを行いながら、
「ロータリーにおける職業奉仕の重要性について」の
資料で「ロータリーの樹」はロータリーの職業奉仕を
理解する最も良い資料と思われます。会員資格では、
職業を持たない個人も入会が可能となり、年齢等の条
件も、各RCの裁量によるものという極めて自由な運
営が許される時代となりました。
職業奉仕は、ロータリーの根幹なのかという議論が
交わされることがあります。審議会決定の内容をその
まま読むと、職業奉仕は、根幹ではなく奉仕活動の一つ
にすぎないという解釈も、有り得ることと考えられます。
ロータリーの理念が日本に入ってきたとき、大いに
研究がなされました。
「入りて学び、出でて奉仕せよ」
ロータリーでは、この標語がよく使われています。
「入りて学び」はロータリーがロータリアンの修練の
場であること（内なる人づくり）、「出でて奉仕せよ」
はロータリアンが外に働きかける人づくり（外なる人
づくり）のことで、人づくりはこれらが両輪となって
行うものとのことです。
ここからは、地区で行いましたアンケートの結果に
基づいて、日本のロータリーの人づくりの考え方につ
いて話していきます。
RCに入会して、何に感動を受けたかについては、
やはり実体験からの感動が多く、これらの感動から、
社会に役立つことを考える様になった。職業に対する
意識が変わった。社員に喜んでもらえることを考える
ようになった。周りの人たちのことを考えるように
なった。と意識が変わった方が全体の 2 / 3 に及ぶと
のことで 自分にとってロータリーは有益である。自
分の職業に関する人たちに配慮するようになった。社
会や人のために尽くすように考えるようになった。こ
の自身の意識が変革することがロータリーの内なる人
づくりであるのだと考えます。
では、外なる人づくりはというと 4 つのテストの創
案者で1954−55RI会長のハーバードテーラ氏による
と人格者を育てることがロータリーの大きな仕事であ
り大変な責任を持ち、世の中の役に立つ有能な人物を
育てること、つまりロータリーの第一の仕事は人を作
ることに表れています。
RI第2660地区では様々な外なる人づくり事業が成
されており、吹田西RCでも行っております出前授業
や職場見学等出前授業と職場体験学習について述べます。
出前授業とは、いろいろな分野の専門家が学校に出
かけて生徒と語り合う。幼稚園から大学までとの関係
を深め互いに教員を支援して授業する。生徒と先生が
互いに意見を交換できるよう進める。そんな授業を目
指しています。
そして、職場体験学習とは、生徒が地域のお店に出
かけて働く人たちとの直接のふれあいを通じて働くこ
との意義を体得し、それを通じて学ぶことの必要性を
理解する。仕事の楽しさと厳しさを知るとともに職業
観を養う。となっています。
出前授業の目標は、好奇心旺盛な子どもの「なぜ」
に答える。子どもの云う「なぜ」の答えを自分で考え
させかつ考える習慣を身につける手助けをする。自分
の将来の道を考えるきっかけを得る手助けをする。専
門的で難しい話であるからこそ知ろうとする意識が芽

生える手助けができる。
ロータリーは人づくりと述べましたが人が人を作る
ことはできません。各々が自ら成長していく「自分作
り」が基本であり、ロータリーはその成長を後押しす
る役目を担っております。人づくりは自分作りの支援
の場と捉え、ロータリーの社会的価値を高めることこ
そが、ロータリーの発展に寄与するものなのです。
職業奉仕部門は、奉仕の理念を研究する「内なる人
づくり」と対外的な奉仕活動の「外なる人づくり」とい
う 2 つの要素に区分して考える必要が出てまいりました。
それは、個人を中心とした奉仕活動を基礎として、
日本のロータリーは発展成長してまいりました。この
根底には、「おもてなし」の心や、社内教育などを通
じての「倫理観の高い人づくり」を中心としてきた、
日本の会社経営の姿があります。
ロータリー会員は、各職場において、「 4 つのテス
ト」を参考として、従業員その他関係者に、同じ目線
で語り合うことが重要だと考えます。

ニコニコ箱

井伊SAA

●梶山会員 明けましておめでとうございます。
●毛利会員 謹賀新年 宮川さんありがとうございま
した。 5 日に80歳になりました。感謝。
●大藤会長 新年明けましておめでとうございます。
半期がすぎましたが、 6 月まで精一杯がんばります。
●瀧川会員 あけましておめでとうございます。
●新井会員 新年あけましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いいたします。
●小林会員 おめでとう！
●家村会員 新年明けましておめでとうございます。
今年も良い年であります様に。
●小川会員 新年おめでとうございます。今年もロー
タリーライフを楽しみましょう。
●阪本会員 今年もよろしくお願いします。
●宮川会員 初春のお慶びを申し上げます。本年も宜
しくお願いします。
●河邊会員 明けましてお目出とうございます。
●石﨑会員 謹賀新年!!
●村井会員 年賀状ありがとう御座いました。喪中に
つきニコニコにて失礼いたします。
●青木会員 新年明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願い致します。
●郷上会員 お目出とうございます。本年もよろしく
お願いします。
●紙谷会員 明けましておめでとうございます。
●木田会員 あけましておめでとうございます。
●仁科会員 新年明けましておめでとうございます。
●長屋会員 新年明けましておめでとうございます。
本年も宜しくお願い致します。
●橋本（芳）会員 明けましておめでとうございます。
●清水（大）会員 新年明けましておめでとうございま
す。本年もよろしくお願い申し上げます。
●橋本（幸）会員 新年あけましておめでとうございます。
本日、卓話させて頂きます。よろしくお願いします。
●橋本（徹）会員 明けましておめでとうございます。
●杦本会員 新年明けましておめでとうございます。
●榎原会員 明けましておめでとうございます。本年
もよろしくお願い致します。
●井伊会員 あけましておめでとうございます。
本日のニコニコ箱
累計のニコニコ箱
累計のニコニコB

92,000円
861,000円
5,500円

