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＊＊＊ ロータリーの綱領 ＊＊＊
1. 奉仕の機会として知り合いを広めること。
2. 事業および専門職務の道徳的水準を高めること。あら
ゆる有用な業務は尊重されるべきであるという認識を深
めること。そしてロータリアン各自が業務を通じて社会に
奉仕するためにその業務を品位あらしめること。
3.
ロータリアンすべてがその個人生活、事業生活および
http://www.shin-osakarc.jp
社会生活に常に奉仕の理想を適用すること。
4. 奉仕の理想に結ばれた、事業と専門職務に携わる人の
世界的親交によって国際間の理解と親善の平和を推進
すること。

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

http://www.shin-osakarc.jp

第 1338 回例会報告 （9 月 18 日）

＜本日のプログラム＞
第 1339 回例会／2013 年 9 月 25 日
本日の挨拶
「フーテミダー Goedemiddag」 （オランダ語）
標
語
「Engage Rotary Change Lives」
「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」

増強のための標語
「力を合わせて５０名 －奉仕の輪を広げよう」
ロータリーソング ｢歓迎の歌｣

SAA 久富会員

■ロータリー・ソング

SAA 吉田会員

■来賓紹介
本日の卓話ゲスト
大阪ＲＣ
会 友
会 友
■出席者報告
第 1338 回例会

あなたも私もロータリアン
心も裸でさあ握手
あなたも私もロータリアン
心も一つでさあ握手
さあ握手

会員数 33 名
出席数 22 名

SAA 吉田会員
中尾 巧 様
玖村 信夫 様
辻本 嘉助 様
菅本 千代子 様
SAA 久富 会員
2013 年 9 月 18 日
出席率 72.73％
欠席数 9 名

出席免除会員欠席数 2 名

第 1337 回例会（9/11）
メ－クアップ 3 名 修正出席率 87.88%
9/07 鋳方会員

卓
話
・Ｒの友アンケート
・盲導犬育成の為のバザー

「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」

■司会進行

9/14 大石会員
9/16 武市会員
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力を合わせて５０名―奉仕の輪を広げよう
■会長の時間

会長

横山 洋一郎
2013.9.18

米

山
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皆さんこんにちは
生尾会員、片岡会員
東淀川区民祭り参加の皆様お疲れ様でした。残念ながら
９月１５日は台風のため翌日１６日に順延となり当日も強風
本日の合計
2,000 円
のため急遽現地にて中止となり残念でしたが、皆様のおか
今年度累計
39,000 円
げを持ちまして、懇親会・内部バザーは盛大に行われまし
た。村角委員長・北野幹事さまメンバーへの連絡等大変
お疲れ様でした。
さて、皆様もロッキング・チェアをご存じでしょう。あのケネ
ニ コ ニ コ 箱
報
告
ディ大統領も大のロッキング・チェア党で、ホワイト・ハウス
の執務室に運び込み、暇さえあればその揺りかご効果を
■SAA
花原 会員
楽しんでいたそうです。
ところで、生活を快適に、心地よくするロッキング・チェア
生尾会員 区民まつり失礼しました。北野幹事ご
が、もともとは別の目的で作られたことをご存じですか。
めんなさい。
実はこれは、老人用の運動器具として考案された、いわ
ば健康器具の元祖なのです。
久富会員 京都・福知山のような、被害もなく、幸
当初は、重い材質の木材で作られており、十分な揺れを
せでした。イベント中止も、それなりに
得るには、足や腰にかなりの力を入れなければならないよ
楽しめました。皆様、お疲れ様でし
うにつくられています。そうして、揺れを楽しみながら、知ら
た。
ぬ間に足腰を鍛えようというわけです。
横田会員 区民まつりは徒労に終わりましたが、
ヨーロッパの冬は過酷ですから、お年寄りはどうしても家
あとは大いに盛り上がりよろしゅうござ
に閉じこもりがちで、運動不足になります。それを心配した
いました。
敬老心が作り出したものだそうです。
皆様の中で、運動はしたいけどジョギングなどは面倒だ
なと思われましたら、テレビでも見ながら、気楽に快適で揺
■幹事報告
幹事
北野 克美
れが心地よくしてくれる、ロッキング・チェアなどいかがでし
ょう。
・１５日（日）の区民まつりの報告。
前年度米山奨学生、李政君がバザーのお手伝いの為
に東京よりきてくれました。李政君の近況を本日の週報
■東日本大震災義援金報告 ９月１８日 ３，０００円
４ページに掲載しておりますので、ご覧ください。
・地区よりＩＣＵ（国際基督教大学）東ケ崎潔記念ダイア
ログハウス募金支援のお願いが届きました。回覧しま
す。

ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ

・同じく地区より２０１４～１５年度ロータリー奨学生募集
の案内が届いております。こちらも回覧します。

生尾会員、片岡会員
本日の合計
今年度累計

2,000 円
41,000 円

「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」

・東大阪のＲＣ５クラブより合同例会に伴う例会変更のお
知らせが届きました。ＭＵの際はご注意ください。
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委
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■親睦活動小委員会

会

報

卓

告
田中 宏 委員長

話

第４回クラブフォーラム
「職業奉仕委員会」
鋳方 貞了 委員長

オクトーバーフェスタの出欠まだ募集中。来月早々に前
売り券を購入予定なので、来週の例会で締め切ります。
一泊旅行の打ち合わせを来週例会後に行う。親睦小委 ロータリーの職業奉仕と日本の伝統的な実業倫理について
員のメンバーに出席をお願い。
〔１〕ロータリーの職業奉仕
１、ロータリーとは何か？
■社会奉仕委員会
村角 末義 委員長 ・ロータリーとは、人類文化史が２０世紀の時代に刻印を打
った職業人の最も優れた倫理運動である。 （R1 第２６８０
地区、深川純一パストガバナー）
・この中心思想が、「奉仕の理想・理念」という考え（The
ideal of service）
２、１９１６年ガイガンディカー（１９２３年度 RI 会長）が「ロ
ータリー通解」をまとめる。これが「ロータリーのバイブル」
で、高度な職業倫理と奉仕の理念を提唱
３、ハーバート・テイラー（１９５４年 RI 会長）が「４つのテス
ト」
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
東淀川区民まつりは、悪天候のため中止となりましたが、 ④みんなのためになるかどうか
２７名もの会員並びに会員家族にお集まりいただきました。
前年度米山奨学生の李政君も参加してくれました。お礼 ４、ロータリーは一つの人生哲学（決議２３－３４ 第１条）
申し上げます。
（Rotary is a philosophy of life）
さて、バザーの件ですが、当日会員間でバザーをしまし
たが、まだ沢山の品物が売れ残っています。25 日の次回 ・利己的な欲求と他人への奉仕感情
例会でバザーを行いますので、売れ残りがないよう更なる ・この相反する二つの心の葛藤を調和すること、すなわち
御協力をお願いします。
「利己と利他の調和」の哲学でこれを「奉仕の理想・理念」
と言っている。
具体的には２つ、
①Service Above Self
自分のことより先に他人のために尽くすことは、やがて巡り
めぐって自分の人生を照らし、明るくする
②He profits most Who serves best（最もよく奉仕する者、
「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」
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最も多く報いられる）
奉仕の理想・理念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むことで、少しずつ自らの企業の
信用が高まり、結果的に、自己の起業の安定的かつ永続
的な利潤を確保していくことができる。

〔２〕日本の伝統的な実業倫理
１、石田梅岩（１６８５－１７４４）石門心学
①商人が売買によって獲得する利潤は、武士が主君から
受ける俸禄に相当する貴重なもの
②実の商人は、先も立ち、我も立つことを思うなり（先義後
利）
③商人道の本質は、勤勉・誠実・正直の精神に立ち戻るこ
と
「仁」相手を思いやる心
「義」人としての正しい心
「礼」相手を敬う心
「智」智慧を商品に生かす心
の四つの心を備えれば、客の「信（信用）」となって、益々
商売は繁盛する
④倹約の奨励と富の蓄積の擁護

（結論）
以上のことから、両者の間には何の脈絡もないが、発想は
大変似ていることが分かる。
ロータリーの職業奉仕と日本の伝統的な実業倫理とは、
「商売の極意論」を言っている。
「満足」という商品を売って、「感謝」という対価をもらう
「真実」という商品を売って、「信用」という対価をもらう

（参考）最近の職業倫理の退廃
・三菱自工の欠陥隠し
・中央青山監査法人のカネボウ粉飾決算加担事件（会社
消滅）
・耐震強度偽装事件（姉歯被告懲役５年の実刑）
・雪印食品（会社消滅）
・ミートホープ（経営者が不競法違反で４年の実刑）
・比内鶏（懲役４年の実刑）
・船場吉兆（破産）
・・・等

２、二宮尊徳（１７８７－１８５６）江戸時代後期の農政家
「報徳」の教え
神儒仏の三教などと農業の実践から編み出した豊かに生
きるための知恵
①天道人道論
天道と人道は相和して百穀も実る
②道徳経済一元論（道徳と経済の融和・両立）
経済を忘れた道徳は寝言である。道徳を忘れた経済は罪
悪である。私利私欲に走るのではなく社会に貢献すれば、
いずれ自らに還元される
③五常（仁・義・礼・智・信）

３、近江商人「三方よし」の商人道（「売り手よし」「買い手よ
し」「世間よし」）
中村治兵衛の家訓（１７５４年）が原典と言われている
①商いの基本は「売り手よし」「買い手よし」の、売り手・買
い手双方の満足ということのほかに、「世間よし」として、そ
の取引が世間に認められ、社会全体の幸福につながる倫
理に適った商いをすること、すなわち「三方よし」が商売の
秘訣である
②このことが、行商先の顧客の間に「信用」という目に見え
ない財産を築いていき、家業を未来永劫に存続させていく
のだ
③自分のことだけを考えて一挙に高利を望んだりせず、損
得は天道のめぐみ次第であると思い定め、ひたすら人様
の役にたつことのみを心がけよ

会報小委員会企画

「私の提言」

会報小委員会

委員長 村木 茂

「私の提言」に御協力ありがとうございました。15 名もの
多数の会員から有意義な御提言をいただきました。
せっかくいただいた貴重な御意見ですので、手を加え
ることなくすべて、そのまま掲載させていただきます。
１０月からは、これらの「御提言」に対するコメントを募集
させていただきます。「賛成」とか「反対」、更には「修正」な
ど多くの会員の御意見、宜しくお願いします。
★各委員会の委員長は、全委員の参加をうながし、新た
な活動を始めるように努めること。

★今回幸い新会員２名横田様、武市様 そして、新会員
に近い、菅本様、山路様が親睦委員に入っていただき、
そして入れる様理事会でも承認頂けました事ありがたく
☆彼らは、優れて因縁論の世界を説き、目先の利益に目
感じております。この様に何らかの役を受けて頂ければ、
がくらんで破滅に至ることの愚かさを説いている
組織になじみ内部の結束も強固なものにしてゆけると思
「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」
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います。本人も他人事でなく、自分の事として考え、ロー
タリーへの愛着も深まるものと考えます。この様に気楽
に引き受けやすく、そして引き受けた方に協調し盛り上
げ運営しやすくなる様な雰囲気作りに努力してゆけば、
お互いのやる気につながり、楽しめるロータリーになっ
てゆくものと思います。
★３０周年記念事業の１つとして、震災復興支援事業があ
ると思われます。２年間会員から集めた基金と、どの様
な支援に使ったのかの明細と金額、現在の残高を教え
て下さい。それによって、どの様な事業にいくら使えるか
が、計画出来ると思われます。
★今年の会長方針が「活用しようロータリークラブ」ですの
で、各会員さんから「私はこんな仕事をやっています」と
いう題で、各会員の仕事のＰＲ（できれば仕事場の写真
も）記事を掲載したらと思います。
★例会で、ショートスピーチの練習の為の「話し方教室」な
ど始めませんか。

は確かです。悪行をも、しかねないなか、善行を積む縁
を戴いた事それ自体がありがたいことではありませんか。
こうした「因果一如観」とともに人間がしがみついている
自我心を放下するのです。ただ無心に、黙々と、善事を
重ねる深いみこころの突破が待たれます。「日本的精神
性」が必要です。いつ？今でしょう！
「ロータリークラブ入会」を戴いたのも縁。大事にしたいと
思います。感謝とお蔭様。
そこで、「私の提言」通俗的に申し上げるならば、これは
「ロータリーの綱領」に合致する点あるやと思います。毎
週催行の“例会”を、１度だけ「ナレッジサロン」として、
会員各位様の知識・情報・見識をもとに、新しい、「価値
の創造拠点の場」として開放して頂ければと思う所存で
あります。（単なる提言者）
困難な問題多々あるかと存じます。何卒ご一考の程よろ
しくお願いします。
ＰＳ：大阪府立整肢学院の彼・彼女等について思うこと。
「あの子達は、けっしてムダに生きているのではない。
人間が真剣に生きようと努力することは、誰であれ、ど
んなに尊いか」と言う事だと思います。
ありがとうございます。

★奉仕活動の一つとして、月/４回の例会の内、手話の勉
強会をしてみてはと思います。以前私が所属していまし
たロータアクトクラブでは月/２回の例会の内、１回は講 ★私が以前からもっていたロータリーのイメージは、富裕
師にお願いをして約１５～２０分程勉強会をひらいてい
層のお年寄りが集まって交流する社交場でした。実際
ました。
に入会してみて、年齢層も様々で、外部へも活動を広
メリット
げていることを知りました。とは言っても、実際には年齢
・奉仕の一環として定着（長期的に）
層も高めなので、会の雰囲気を若々しく活々とした集団
・新大阪ＲＣは手話の勉強をしていると定着できる
になる為に何か出来ないかと考えました。
・定期的に開くので例会内容に困らない
・“世界のあいさつ”をしっかりする
・時間をかけて勉強をし、ろうあ者との交流（活用する場
挨拶を義務的に言葉にするだけでなく、会の
所）
始まりとして、ちゃんと言う
デメリット
・“体操”を新しく見直す
・覚えるのに時間がかかる
老人向きの体操に感じる
・活用するのに時間がかかる
ビデオも古くさい
経験上、活用したのは数名でしたが、新入会員の最初の
・欠席の振替を取りやすくする
きっかけに奉仕の精神を持つ入口として体験できました。
２週間の期間を延ばすことでもっとフレキシブ
また、今後の行事等に意欲的に参加等できたのではな
ルに参加出来ることと振替を補う為他のイベ
いかと思いました。
ントの参加者が増えるかもしれないので

★会報に各委員のミニコラムを強制的に最低１回限りでも ★会報の記事に「読み物」等の記載はどうでしょう。
いいので載せさせる。
例.メンバーの好きな本や事柄等の内容を紹介してもらう。
メイン委員会の次への活動マニュアルを作る。
★前で話しされている方の邪魔をしないように、私語を
★週報は３－４度として事務局の負担軽減をはかって欲し
長々としゃべらないようにしてほしいです。
い。
★町内会とちがう、同好会とちがう、親睦団体でもない選
★私は、当クラブに入会させて頂いて月日が浅く、ロータリ
ばれた人達でつくるロータリークラブである。自覚せよ。
ークラブの事に致しましてもまだまだ勉強不足ですので、 プライドを持て。それがしんどいならやめればいい。奉
今後ともクラブメンバー並びに人生の諸先輩方から御指
仕とは？皆、四つのテストを憶えてるか？奉仕の精神。
導頂き、これからの生き方にプラスに成るよう、出来る限
り学んで行きたいと思って居ります。
★例会中の私語が時々気になります。会長、幹事そして
卓話の担当者はそれなりに準備をして話しをされますの
★※善行を積んで善い結果を得る。－「善因善果の法則」
で配慮が必要ではないでしょうか。
「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」
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2013～14 年度 国際ロータリー会長 ロン Ｄ・バートン

新大阪ロータリークラブ

次週のプログラム
本日のメニュー
～和食～
お刺身盛り合わせ 鮪 鯛平造り 烏賊
秋刀魚わた焼き

第 1340 回例会／2013 年 10 月 2 日

甘鯛・里芋蒸し

◆挨

若鶏の味噌漬け焼き

拶
「ニーハオ 你 好」 （中国語）

◆国歌斉唱

蟹・生姜のご飯 香物 味噌汁

「君が代」

◆ロータリーソング

かぼちゃのプリン

◆卓

「週に一度の」

話

「淀川区の管内概要について」
淀川警察署長
福田 守 様

＊＊＊ エンブレムの囁き ＊＊＊
1. あなたは私を信用して頂いて結構です。
私は信用に値します。
2. 私の用意はできています。何時でも貴方
のために奉仕できます。
3. 私は、受ける以上のものを貴方に与えます。
私は人のために奉仕します。

予定表

月

日
９

１０

曜日

予定

時間他

２５

水

第１３３９回 例会 R の友アンケート＆バザー

１３：３０～ 親睦活動小委員会

２９

日

８：００十三松尾歯科医院集合

２

水

第３３回健康家族の会 槇尾山ハイキング
第１３４０回 例会 「淀川区の管内概要について」

９

水

第１３４１回 例会 ＩＭ実行特別委員会 花原 昭弘 委員長

１６

水

２３

水

第１３４２回 例会 メンバー卓話 谷口 光夫 会員
第１３４３回 例会 「３０周年記念事業 トルコ支援について」

淀川警察署長 福田 守様

１３：３０～定例理事会

１３：３０～絵画クラブレッスン

安井 一男会員、中川 建司会員
イラスト提供： http://www42.tok2.com/home/mayflower・http://www.illust-hana.jp 他
☆素材通り☆他

「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」
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他

http://kanos-factory.com/joken.html
2013～14 年度 国際ロータリー会長
他

ロン Ｄ・バートン

