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卓話 「身体が心が喜ぶ歩き方」 デューク更家公認
  　ウォーキングスタイリスト
  　　マエストロ 伊達 荒人 様
   清水委員長ゲスト
Weekly No. 1553は家村副委員長が担当しました。
Weekly No. 1554は水間委員が担当の予定です。

（本日の原稿をお渡し下さい）

次週 第1554回 例会予告　平成26年11月17日
ロータリー財団月間

会長挨拶 田中（慶）会長

先週内容

卓話 「ロータリー財団月間」 榎原委員長
 「炉辺談話報告 ～クラブ奉仕～」 
  髙木委員長
今週の歌 「君が代」「奉仕の理想」

第1553回例会　平成26年11月10日

小渕経産大臣、松島法務大臣のダブル辞任
の後、安倍政権がこの人なら大丈夫と自信を
もって送り込んだ宮沢氏だが、なんとも「SM
バー」への不適切な政治資金の支出が発覚し
ている。宮沢氏本人はSMバーに行ったのは事
務所関係者だと説明、代金を弁済させて収支
報告を訂正すると説明した。民主党は衆院経

Weekly No.1553 ／ 平成26年11月10日

幹事報告 本田幹事
◦会員会社住所変更のお知らせ
　堀会員　㈱バリューネットワーク
　新住所　〒564-0052
　　　　　吹田市広芝町10-28　オーク江坂ビル8階
      　      TEL  06-7670-2905
         　   FAX 06-7670-1129

◦前年度月信の最終号をお配りしましたので、
ご確認ください。

◦本日は理事会を開催致します。理事の方は
お残りください。

済産業委員会で宮沢氏を徹底追及することに
している。

阪神タイガースがクライマックスシリーズ
ファイナルステージでジャイアンツに4連勝し、
2005年以来9年ぶりとなる日本シリーズ出場を
決めました。
今シーズン2位の阪神はファーストステージ
では3位広島を1勝1分けで下し、ファイナルに
勝ち進んだ。そして日本シリーズ決定を決め
るファイナルステージでは、まさかと思った
方も多いと思いますが、セリーグチャンピオ
ンのジャイアンツに無傷の4連勝、見事下剋上
での日本シリーズ出場を決めた。
日本シリーズではパリーグ覇者の福岡ソフ
トバンクホークスと日本一を決める戦いが行
われている。

今月は職業奉仕月間です。まず、その定義を

確認したいと思います。ロータリーにおける

職業奉仕とは、「奉仕の理想の哲学を自己の職

業に適用し、他人のために倫理にかなった職

業を営み、このようにして、自己と自己の企業

の倫理性を高めていき、それが信用を高め、結

果的には自己の企業の安定的かつ永続的な利

潤を確保していくことにつながる」というこ

とを目指して活動することであります。また、

先日の簡仁一ガバナー補佐が当クラブを訪問

された際におっしゃられたように、職業奉仕

には、外に向かって発信するものと、本業など

日々の仕事で内向きに発信するものの2つがあ

り、それぞれにおいて「人づくり」、「倫理性」

が含まれています。外向きの職業奉仕では、当

クラブは本年度も出前授業と職場体験学習を

地元小中学校で実施予定です。出前授業は長

屋会員による「弁護士の先生のお仕事」の話を

江坂大池小で来年1-3月に予定しています。職

場体験学習は宮川会員、青木会員、澁谷会員、

堀会員の各事業所で11月初めに豊津中、豊津

西中の生徒の受け入れが準備されています。

また詳しい内容につきましては後日報告させ

ていただきます。それぞれの会員の皆様には

ご協力いただき誠に有難うございます。続い

て2つ目の内向きの職業奉仕ですが、今回は企

業のコーポレートガバナンスについて触れさ

せていただきます。これには企業トップの姿勢、

健全な企業風土、組織・責任と権限・内部統制、

企業倫理・行動規準の徹底が重要といわれて

います。今年2月に発表された日本版スチュ

ワートシップコードなどでは株主からのガバ

ナンスへの監視がかなり強くなるそうです。

JPX（日本取引所グループ）も日本企業のガバ

ナンス強化を第一に全上場企業に社外取締役

の採用をよびかけています。私が代表を務め

ている泉州電業グループもこうした流れの中

で平成18年より「泉州電業グループ行動規範」

を制定し、役職員に企業倫理を日々徹底させ

ようとしています。参考までに見ていただけ

ればと思い本日添付しております。最後にな

りましたが、ロータリーの友10月号に「渋沢栄

一から読み解く21世紀の経営者精神」の記事

がありましたのでご紹介します。「道徳と経済

は本質的に一致する」、「公益第一、私利第二で

仕事をしている商人を君子の商人と言い、君

子の商人は私利も重視している」と書かれて

いたのが印象的でした。皆さんにも一読して

いただければと思います。
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出席報告
●会　員　数 47名 ●来　　　客 1名
●出席会員数 34名 ●本日の出席率 85.00％
●9月29の出席率（メーキャップを含む） 100％

阪本委員長

炉辺談話の案内
11月14日（金）18：00～
担当　社会奉仕委員会
場所　雅屋
社会奉仕活動についてご意見をお聞かせ願い
ます。回覧板を廻していますのでぜひ○印
を。

澁谷委員長社会奉仕委員会

ゲ　ス　ト

 米山奨学生  金ジャンディ 様

佐藤委員

今月は職業奉仕月間です。まず、その定義を

確認したいと思います。ロータリーにおける

職業奉仕とは、「奉仕の理想の哲学を自己の職

業に適用し、他人のために倫理にかなった職

業を営み、このようにして、自己と自己の企業

の倫理性を高めていき、それが信用を高め、結

果的には自己の企業の安定的かつ永続的な利

潤を確保していくことにつながる」というこ

とを目指して活動することであります。また、

先日の簡仁一ガバナー補佐が当クラブを訪問

された際におっしゃられたように、職業奉仕

には、外に向かって発信するものと、本業など

日々の仕事で内向きに発信するものの2つがあ

り、それぞれにおいて「人づくり」、「倫理性」

が含まれています。外向きの職業奉仕では、当

クラブは本年度も出前授業と職場体験学習を

地元小中学校で実施予定です。出前授業は長

屋会員による「弁護士の先生のお仕事」の話を

江坂大池小で来年1-3月に予定しています。職

場体験学習は宮川会員、青木会員、澁谷会員、

堀会員の各事業所で11月初めに豊津中、豊津

西中の生徒の受け入れが準備されています。

また詳しい内容につきましては後日報告させ

ていただきます。それぞれの会員の皆様には

ご協力いただき誠に有難うございます。続い

て2つ目の内向きの職業奉仕ですが、今回は企

業のコーポレートガバナンスについて触れさ

せていただきます。これには企業トップの姿勢、

健全な企業風土、組織・責任と権限・内部統制、

企業倫理・行動規準の徹底が重要といわれて

います。今年2月に発表された日本版スチュ

ワートシップコードなどでは株主からのガバ

ナンスへの監視がかなり強くなるそうです。

JPX（日本取引所グループ）も日本企業のガバ

ナンス強化を第一に全上場企業に社外取締役

の採用をよびかけています。私が代表を務め

ている泉州電業グループもこうした流れの中

で平成18年より「泉州電業グループ行動規範」

を制定し、役職員に企業倫理を日々徹底させ

ようとしています。参考までに見ていただけ

ればと思い本日添付しております。最後にな

りましたが、ロータリーの友10月号に「渋沢栄

一から読み解く21世紀の経営者精神」の記事

がありましたのでご紹介します。「道徳と経済

は本質的に一致する」、「公益第一、私利第二で

仕事をしている商人を君子の商人と言い、君

子の商人は私利も重視している」と書かれて

 昭和 39 年 11 月 3 日 田中（慶）会員ご夫妻
 平成 16 年 11 月 4 日 澁谷会員ご夫妻
 昭和 52 年 11 月 8 日 井伊会員ご夫妻
 昭和 53 年 11 月 12 日 青木会員ご夫妻
 昭和 61 年 11 月 16 日 矢倉会員ご夫妻
 昭和 51 年 11 月 23 日 由上会員ご夫妻
 昭和 53 年 11 月 23 日 坂口会員ご夫妻
 昭和 38 年 11 月 24 日 仲辻会員ご夫妻
 昭和 59 年 11 月 24 日 田中（孝）会員ご夫妻
 昭和 47 年 11 月 26 日 石﨑会員ご夫妻
         以上9組

結婚御祝－１１月

会員
 昭和 4 年 11 月 8 日 仲辻会員
 昭和 42 年 11 月 16 日 木下会員
 昭和 38 年 11 月 17 日 長屋会員
 昭和 34 年 11 月 29 日 大藤会員
         以上4名
会員夫人
    11 月 1 日 山岡会員夫人
    11 月 4 日 澁谷会員夫人
    11 月 4 日   堀  会員夫人
    11 月 18 日 宮川会員夫人
    11 月 20 日 榎原会員夫人
    11 月 27 日 由上会員夫人
         以上6名

誕生御祝－１１月

第17回例会のお知らせ
日時　11月12日（木）19：00
場所　豊中庄内「小ぶな」
費用　8, 000円（実費）
「石﨑パスト会長お薦めのお店「ふぐ料理」
回覧致します。出欠を記入して下さい。

阿部会員お値打ちグルメ会

清水会員野球同好会

ダブルヘッダーでの第2戦、宿敵八尾東
RCと対戦、前半4対0でリードするも、小
さなミスから逆転を許し、再三チャンス
をつくるも及ばず、敗戦！しかし緊張感
のある締まった良い試合でした。

今年度の開幕戦で打線爆発、相手守備
にも助けられ快勝！

  一 二 三 四    計 
 御堂筋本町 0 0 0 0    0
 吹田西 3 10 0 3    16

第1戦　10月11日（土）
ビーコンパークスタジアム
対御堂筋本町RC戦

  一 二 三 四 五 六  計 
 吹田西 1 3 0 0 0 0  4
 八尾東 0 0 5 0 3 X  8

第2戦　10月11日（土）
ビーコンパークスタジアム
対八尾東RC戦

いたのが印象的でした。皆さんにも一読して

いただければと思います。

第26回第2660地区
ガバナー杯争奪軟式野球大会

結果報告



◆木田会員
米山記念奨学会寄付をたくさんのメン
バーありがとうございました。まだの
方の寄付よろしくの願します。

◆新井会員
吹田市歯科医師会70周年記念式典無事
終えて。

ニコニコ箱 山岡副SAA
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卓　　話卓　　話
職業奉仕委員会
西村委員長

「職業奉仕について」

今月は職業奉仕月間です。まず、その定義を

確認したいと思います。ロータリーにおける

職業奉仕とは、「奉仕の理想の哲学を自己の職

業に適用し、他人のために倫理にかなった職

業を営み、このようにして、自己と自己の企業

の倫理性を高めていき、それが信用を高め、結

果的には自己の企業の安定的かつ永続的な利

潤を確保していくことにつながる」というこ

とを目指して活動することであります。また、

先日の簡仁一ガバナー補佐が当クラブを訪問

された際におっしゃられたように、職業奉仕

には、外に向かって発信するものと、本業など

日々の仕事で内向きに発信するものの2つがあ

り、それぞれにおいて「人づくり」、「倫理性」

が含まれています。外向きの職業奉仕では、当

クラブは本年度も出前授業と職場体験学習を

地元小中学校で実施予定です。出前授業は長

屋会員による「弁護士の先生のお仕事」の話を

江坂大池小で来年1-3月に予定しています。職

場体験学習は宮川会員、青木会員、澁谷会員、

堀会員の各事業所で11月初めに豊津中、豊津

西中の生徒の受け入れが準備されています。

また詳しい内容につきましては後日報告させ

ていただきます。それぞれの会員の皆様には

ご協力いただき誠に有難うございます。続い

て2つ目の内向きの職業奉仕ですが、今回は企

業のコーポレートガバナンスについて触れさ

せていただきます。これには企業トップの姿勢、

健全な企業風土、組織・責任と権限・内部統制、

企業倫理・行動規準の徹底が重要といわれて

います。今年2月に発表された日本版スチュ

ワートシップコードなどでは株主からのガバ

ナンスへの監視がかなり強くなるそうです。

JPX（日本取引所グループ）も日本企業のガバ

ナンス強化を第一に全上場企業に社外取締役

の採用をよびかけています。私が代表を務め

ている泉州電業グループもこうした流れの中

で平成18年より「泉州電業グループ行動規範」

を制定し、役職員に企業倫理を日々徹底させ

ようとしています。参考までに見ていただけ

ればと思い本日添付しております。最後にな

りましたが、ロータリーの友10月号に「渋沢栄

一から読み解く21世紀の経営者精神」の記事

がありましたのでご紹介します。「道徳と経済

は本質的に一致する」、「公益第一、私利第二で

仕事をしている商人を君子の商人と言い、君

子の商人は私利も重視している」と書かれて

今季最終戦、9人ギリギリで臨んだ試合、
相手投手のスローボールに苦しむも着実
に得点を重ね、投げては紙谷投手の力投
で快勝致しました。キャプテン負傷で戦
力にならず･･･反省！

9月27日（土）の開幕戦で、くずはRCと
大阪うつぼRCと対戦する事で予定が組ま
れておりましたが、当クラブの人数がど
うしても集まらず日程変更を打診し調整
致しましたが、相手チームとの日程が合
わず、やむなく棄権不戦敗となりました。
この結果、今大会の成績は2勝1敗2不戦
敗・勝ち点4・得失点差＋16となり全日程
を終了致しました。
今回は不本意な成績でしたが、もっと
練習を重ね来年度は優勝出来るよう頑張
りたいと思います。今年もご支援、ご声援
ありがとうございました。

  一 二 三 四 五 六 七 計 
 大阪手塚山 1 0 0 0 1 0 0 2
 吹田西 1 0 1 3 1 0 X 6

第3戦　10月26日（日）
箕面サントリー球場
対大阪帝塚山RC戦

いたのが印象的でした。皆さんにも一読して

いただければと思います。

◆清水会員
ガバナー杯最終戦勝利を祝して！左足
負傷でご迷惑をおかけいたしました！
皆様、今年もお疲れ様でした。

◆佐藤会員
欠席が続き申し訳ありません。

◆小林会員
来年の俳人協会のカレンダーに私の句
が載りました。
──────────────────
 本日のニコニコ箱 13,000円
 累計のニコニコ箱 457,000円
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今月は職業奉仕月間です。まず、その定義を

確認したいと思います。ロータリーにおける

職業奉仕とは、「奉仕の理想の哲学を自己の職

業に適用し、他人のために倫理にかなった職

業を営み、このようにして、自己と自己の企業

の倫理性を高めていき、それが信用を高め、結

果的には自己の企業の安定的かつ永続的な利

潤を確保していくことにつながる」というこ

とを目指して活動することであります。また、

先日の簡仁一ガバナー補佐が当クラブを訪問

された際におっしゃられたように、職業奉仕

には、外に向かって発信するものと、本業など

日々の仕事で内向きに発信するものの2つがあ

り、それぞれにおいて「人づくり」、「倫理性」

が含まれています。外向きの職業奉仕では、当

クラブは本年度も出前授業と職場体験学習を

地元小中学校で実施予定です。出前授業は長

屋会員による「弁護士の先生のお仕事」の話を

江坂大池小で来年1-3月に予定しています。職

場体験学習は宮川会員、青木会員、澁谷会員、

堀会員の各事業所で11月初めに豊津中、豊津

西中の生徒の受け入れが準備されています。

また詳しい内容につきましては後日報告させ

ていただきます。それぞれの会員の皆様には

ご協力いただき誠に有難うございます。続い

て2つ目の内向きの職業奉仕ですが、今回は企

業のコーポレートガバナンスについて触れさ

せていただきます。これには企業トップの姿勢、

健全な企業風土、組織・責任と権限・内部統制、

企業倫理・行動規準の徹底が重要といわれて

います。今年2月に発表された日本版スチュ

ワートシップコードなどでは株主からのガバ

ナンスへの監視がかなり強くなるそうです。

JPX（日本取引所グループ）も日本企業のガバ

ナンス強化を第一に全上場企業に社外取締役

の採用をよびかけています。私が代表を務め

ている泉州電業グループもこうした流れの中

で平成18年より「泉州電業グループ行動規範」

を制定し、役職員に企業倫理を日々徹底させ

ようとしています。参考までに見ていただけ

ればと思い本日添付しております。最後にな

りましたが、ロータリーの友10月号に「渋沢栄

一から読み解く21世紀の経営者精神」の記事

がありましたのでご紹介します。「道徳と経済

は本質的に一致する」、「公益第一、私利第二で

仕事をしている商人を君子の商人と言い、君

子の商人は私利も重視している」と書かれて

米山記念奨学会委員会
木田委員長

「米山月間に因んで」

今日は米山月間にちなんでということで時

間をいただきました。

われわれ吹田西ロータリークラブでは、毎年、

米山奨学生を受け入れており、地区でも優秀

なクラブであると自負しております。

今年は金ジャンディさんを受け入れ、金さ

んも前向きにロータリーの精神を理解してく

れていますことは大変うれしいことです。

米山奨学生がどのような生活をしているの

か？卒業後どのような考え方となり行動して

いるのか？ここで、より一層興味を持ってい

ただくためにDVDにより皆様に米山奨学事業

のひとつをご紹介いたします。

DVD鑑賞「ひろがれ！人づくりの輪」

最後に、米山奨学生を排出する上で貴重な

寄付金30,000円も、まだの方は、ご協力をお願

いし終わらせていただきます。ありがとうご

ざいました。

いたのが印象的でした。皆さんにも一読して

いただければと思います。


