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12月10日(月)

「クラブフォーラム②」

　ロータリーの歴史に学ぶ⑦

　皆さんこんばんは。11月26日(月)会長の時間で

す。本日もお客様として米山奨学生の鄭詩頴さん

をお迎えしております。どうぞごゆっくりおくつ

ろぎください。

　11月17日（土）ガバナー事務所にて2018－19年

度ロータリー青少年交換第1回オリエンテーショ

ンが開催され、古渕派遣候補生、保護者とともに

出席しました。派遣先は希望通りアメリカ、カナ

ダをまたぐ地区で地区青少年交換委員会生沼委員

長が交渉を担当してくださることになりました。

派遣生は留学生ではなく親善大使であるため、語

学の勉強や観光のためだけに行くのではない。こ

れから9か月間、語学、プレゼン能力、国際感覚

等を厳しく指導してゆくとのことです。

　11月19日（月）ウェスティンホテル大阪にて、

IM1組フレッシュロータリアン交流会が開催され、

沢田SAA、中村会員、庄田会員とともに出席しま

した。IM1組15クラブより3名ずつで45名にガバナ

ー補佐ホームクラブ会長、ガバナー補佐、ガバナ

ー補佐エレクトを加え総勢48名の出席でした。入

会3年未満のフレッシュロータリアンが親睦を深

める有意義な会でした。なおフレッシュロータ

　

リアン交流会は、ガバナー補佐が主催します。

　11月23日（金）ROTEX主催の秋のおでかけで古

渕派遣候補生を引率して京都へ行ってきました。

紅葉の時期で穏やかな天候に恵まれ、京都は観光

客であふれていました。来日生5名と派遣候補生3

名はすぐに仲良くなり、派遣候補生が英語で話し

かけ、来日生が日本語で返すなど奇妙な会話が不

思議と成り立ち、高校生のコミュニケーション能

力に感心した次第です。

　さて、先週に引き続き、職業奉仕とは？という

ことでお話したいと思います。

　ロータリーにおける職業奉仕の理念は　One 

profits most who serves best 最もよく奉仕す

る者、最も多く報いられるというモットーで表さ

れています。職業奉仕とは、シェルドンが20世紀

の経営学の基本理念をそのままロータリーが受け

入れて、ロータリーの奉仕理念として提唱したも

のであり、自分の儲けを優先するのではなく自分

の職業を通じて社会に貢献するという意図をもっ

て事業を営めば、結果として継続的な事業の発展

が得られるという独自の思想です。事業上におけ

る奉仕というまったく新しい概念を提唱したのは

シェルドンが初めてでした。

　<シェルドン派>の代表的論客である田中毅PGは、

「職業奉仕理念はシェルドンが提唱したもので、

ロータリーがそれを採択したわけであるから、どん

なに優れた考え方であってもシェルドンと異なる考

え方を職業奉仕理念と呼ぶわけにはいかない。ロー

タリーの職業奉仕理念が東洋的発想と酷似してい

る部分があるせいか、日本の多くのロータリアン

が職業奉仕に大きな関心を抱き、多くのロータリ

ーの指導者が職業奉仕を説いているがシェルドン

の職業奉仕理念とはかけ離れた解説も多い。また

仏教や儒教のような東洋思想を引き合いにして職

出　席　報　告

1526 回 1522 回

Ａ 会員数 33 名 33 名

Ｂ 出席免除者数 5 名 5 名

Ｃ 出席義務者数 Ａ-Ｂ 28 名 28 名

Ｄ 出席義務者欠席数 　4　名 　2 名

Ｅ 出席義務者出席数 Ｃ-Ｄ 24 名 26 名

Ｆ 出席免除者出席数 4 名 2 名

Ｇ メークアップ数 1 名

出 席 率 　 ％ 　８７.５％    ９６.６７％

補 正ホーム

例会日

例会回数

 2018年11月26日 2018年10月22日

合 計　40,500円　 累 計　646,500円

担当：社会奉仕委員会

田中　隆弥　会長 …

高原誠一郎　幹事 …

藤原　史郎副会長 …

服部　潤承副会長 …

岸添　広一　会員 …

沢田　武司　会員 …

乾　　禎則　会員 …

池田　吉清　会員 …

今井　卓哉　会員 …

新田　耕平　会員 …

谷口　　浩　会員 …

加藤　光祥　会員 …

吉井　順子　会員 …

奥村　雅一　会員 …

石田　貴子　会員 …

子安　丈士　会員 …

奥山　裕冶　会員 …

北川　智司　会員 …

本日アサンプション国際中高IAC
の例会、理事会に出席しました。

大相撲池田くれは場所打上げに
ご参加いただきましてありがと
うございました。当日あつめた
会費が、松室実行委員長のおか
げであまりましたのでニコニコ
させていただきます。

11月12日欠席おわび。芦屋出身の
貴景勝が優勝しました。バンザイ

前回欠席致しました。

ゴルフ旅行幹事さん特にドライ
バーの沢田さんありがとうござ
いました。ニアピン計4ついただ
きました。

池田高校OB･OG吹奏楽団定期演奏
会に行ってきました。庄田さん、
とってもステキな演奏をありがと
うございました。

池田くれはゴルフ同好会で久美浜
へ行ってきました。なんと優勝し
てしまいました。

古希祝お礼

11月23日（金）石橋でライブをし
ました。応援に来て下さった会員
の皆様ありがとうございました。

古希お祝御礼
ありがとうございました。

本日卓話です。

寒くなりました。

今週久々上京します。楽しみです。

おつかれさまです!!

ずっーとお休みしてすみません。

欠席おわびします。

セットンバンドの今井さん、
吹奏楽の庄田さん
演奏お疲れ様でした。

久美浜楽しかったです。

前々々例会　10月22日分のメークアップ　　　

 岡本　厚会員 10月18日 創立35周年記念事業大相撲
　　　　　　　　　　　 池田くれは場所　　　参加
 

  

卓　話

ニ  コ  ニ  コ  報  告

　　

～　月間によせて　～

「疾病予防と治療月間」

地　区　大　会

担当：正岡　哲　会員 担当：岡本　厚　会員

米山奨学生　鄭　詩頴　様

ビ　ジ　タ　ー

公益財団法人　アニマルトラスト

代表　甲斐 尚子 様

田中 暁子 様

　いよいよ地区大会が開催されます。
当日は名札をお忘れなきようお願い致します。

大会１日目　２０１８年１２月７日(土）
13：00～13：20 

　「大会決議案上程・規定審議会報告」

　　大阪国際会議場／特別会議場

13：20～15：00

　「会長・幹事懇談会・奨学生発表」

　　大阪国際会議場／特別会議場

15：15～17：15 

　　特別講演「ロータリーの柔軟性Flexibility

　　　　 　　　　　　　　と多様性Diversity」

　　特別対談「これからのロータリーを考える」

　　大阪国際会議場／特別会議場

18：00～20：30

　「RI会長代理ご夫妻歓迎晩餐会」

　　リーガロイヤルホテル／光琳の間

大会２日目　２０１８年１２月８日(金）
10：30～10：50「記念撮影」

11：00～12：00 顕彰昼食会

　　リーガロイヤルホテル／桂の間

12：15 友愛の広場

　　「インスピレーションに出会おう!」

12：30～ オープニングセレモニー

　　大阪国際会議場／５Fホワイエ

13：00 開　　場

13：30～ 本会議開会

15：40　休　　憩

15：55～ 記念講演 ・ 抽選会

17：30 閉　　会

　　大阪国際会議場／メインホール
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　私が数十年前（阪神淡路大震災の前）に今の

施設を立ち上げたのは、当時動物愛護団体も説

教的に動物の殺処分をしている事に疑問を感じ

たからです。そして、その後行政で処分してい

る膨大な数に絶望もしました。しかし、絶望し

たからと言ってほおっておいてはいけないとも

思いました。子供たちの凶悪犯罪が増え始めて

いました。大人たちが都合で命を軽く見ていて

子供たちに命の大切さなど教えることなど出来

ないと思いました。どこまで出来るか解らなかっ

たのですが、殺処分ゼロの国に出来ないかと活

動を始めました。

　それから約30年になりますが、行政も最近は

殺処分をしない方向を探ってくれているようで

す。どこの国も人種も関係なく、人間のやる事

は大差ありませんので、世界一動物愛護の出来

ている国、命を大事にする国になれると信じて

仕事をしています。

　

　　　

　　　

卓　　話

幹　事　報　告

➀地区より､台風21号等の被災支援（補助金臨時

　費）要件変更のお知らせが届いております（会

　長、幹事、中西委員長、池田委員長宛）。

②地区より、第２回派遣候補生・来日生合同オリ

　エンテーション及びROTEX主催クリスマスパー

　ティーの案内が届いております（派遣候補生ス

　ポンサークラブ宛）。

③地区より、ＩＭ第１組フレッシュロータリアン

　研修交流会の案内が届いております。（会長、

　幹事宛）

④地区より、米山梅吉記念館訪問日帰り旅行の案

　内が届いております（会長、坂田委員長、吉井

　カウンセラー、石田カウンセラー宛）

⑤大阪フレンドロータリークラブより、創立２０

　周年記念講演会・祝賀会の案内が届いておりま

　す（会長、幹事宛）。

⑥地区大会当日の案内とお願い及び名札を配布し

　ておりますので、ご確認下さい。また当日は名

　札をお忘れない様、ご注意下さい。

⑦本日の例会終了後に創立35周年実行委員会を開

　催いたしますので、ご出席の程、宜しくお願い

　申し上げます。

「私が今の施設を始めた理由」

公益財団法人 日本アニマルトラスト　
代表 　甲斐 　尚子　様

今月は、疾病予防と治療月間です。

疾病との闘い
　誰にとっても「健康であること」は何より大切。

でも、基本医療を受けられない人は世界で4億人と

言われています。質の高い医療を受ける権利はす

べての人にあると、私たちは信じています。

　世界で数百万人が病気によって苦しみ、貧困を

強いられています。私たちが疾病の予防と治療に

力を注ぐのは、このためです。病気の蔓延や医療

不足に悩む地域社会に、仮設クリニックや献血セ

ンター、研修施設をつくったり、医師と患者と政

府が協力できるインフラを設計するなど、世界中

のロータリー会員は、人びとがより良い医療を利

用できるよう支援しています。

　マラリア、HIV／エイズ、アルツハイマー、多

発性硬化症、糖尿病、ポリオなど、人びとを苦し

める病気の予防・治療や患者の支援に当たってい

る会員も大勢います。衛生教育のほか、無料の定

期健康診断や眼科・歯科検診も行っています。

ロータリーはこんな活動をしています

●アルツハイマー

　ロータリー会員は、アルツハイマー病と認知症

　との闘いで蓄積された経験を基に、病気への理

　解の向上、患者・家族への支援に当たっていま

　す。

●ワクチン

　定住地のない子どもたちへワクチンを投与する

　ため、パキスタンで懸命な取り組みが行われて

　います。

●ポリオ

　世界最大の公共保健の取り組み、ポリオ撲滅活

　動では、携帯電話やテキストメッセージの機能

　が生かされています。

●マラリア

　治療と予防を通じてマラリアのない世界を目指

　しています。

https://www.rotary.org/ja/our-causes/fighting-
disease#page-content
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フレッシュロータリアンセミナー実行委員会

委員長　沢田　武司

　11月19日、ウェスティンホテル大阪において、

2018-2019年度IM1組フレッシュロータリアン交流

会が、大阪北梅田ロータリークラブのホストによ

り開催されました。

　青山快玄ガバナー補佐、田中隆弥ガバナー補佐

エレクト出席のもと、当クラブからは、３名（中

村会員、庄田会員、沢田）が参加しました。

　ロータリー歴の浅い会員がロータリーの良さを

知るまでに退会してしまうのを防ぐことを目的

に、各クラブから入会3年未満の会員を中心に3名

ずつ参加し、15クラブが一堂に会する初めてのフ

レッシュロータリアン交流会となりました。

IM1組フレッシュロータリアン交流会報告

(会長の時間 続き）

業奉仕を語る人もありますが、たとえ似ている側

面はあったとしても、その本質はシェルドンの職

業奉仕理念とは根本的に違うものであることを特

に強調したい。さらにヨーロッパではキリスト教

の天職論と職業奉仕を結びつけて考え、ピューリ

タニズムの天職論がロータリーの職業奉仕の根底

にあると説く人やマックス・ウエーバーの天職論

がロータリーの職業奉仕の根底にあると説く人も

いるが、これも明らかに間違いである。そして職

業奉仕を倫理高揚運動と説く人もいるが、これも

大きな間違いで、職業奉仕とは科学的かつ合理的

な企業経営方法のことであり、実利的なものであ

る。精神的運動でも倫理的な運動でもない。シェ

ルドンの奉仕理念を正しく知ることが、正しく職

業奉仕を理解することに繋がる。」と主張してい

ます。このような田中PGの話に共感するロータリ

アンも非常に多いようです。

　これに対し、故佐藤千尋PGを代表的論客とする

＜天職派＞の人たちは、ロータリー運動の原点を

禁欲的プロテスタンティズムの精神構造とし、日

本の伝統的職業観と一致すると考えます。シェル

ドンのOne profits most who serves best とい

う考えも、ロータリー以前から、禁欲的プロテス

タンティズムの精神構造として潜在していたと考

えています。

担当　谷口　　浩　会員

國司　真相　会員　12月 5日

新田真理子　様　  12月29日

今井　京子　様　　12月16日

12月のお誕生日

フレッシュロータリアン交流会

幹　事　報　告 My ROTARYより


