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大阪難波ロータリークラブ週報 

今 日 の 卓 話 

２月２日（木） 

テーマ   

     「自己紹介」 

卓話者 平野浩希会員 

     山川正時会員 

ロータリー４つのテスト 次 回 の 卓 話 

２月９日（木） 
テーマ  

卓話者
田上和彦氏  

卓話担当者  千田忠司会員 

 
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 

 大阪難波ロータリークラブ      例会日時 毎週木曜日 １２：３０ 

 創立 １９７６年８月５日      例会場  スイスホテル南海大阪7階 芙蓉の間 

 会長：林 博之  幹事：松田禎胤  会報・雑誌委員長：川井宗次  事務局：安部亜希子 

 事務局 〒542-0076 大阪市中央区難波5-1-60 スイスホテル南海大阪５階 
 TEL 06-6632-3956  FAX 06-6632-3957  e-mail osaka-namba@poem.ocn.ne.jp 

（国際ロータリー会長 ジェニファー E. ジョーンズ  ） 

 ２０２２-２０２３年度 国際ロータリーのテーマ 

「IMAGINE ROTARY（イマジン・ロータリー） 」 

（第2660地区ガバナー 宮里唯子 ） 

  ２０２３．２．２  №２１７１ 

ニ コ ニ コ 箱 報 告 

前 回 の 合 計      ￥６１，０００ 

本日までの累計  ￥２，６４７，０００(113％達成) 

 1月末の予算額  ￥２，３３０，０００ 

出 席 報 告 

前回 １月２６日 ３週前 １２月２２日 

会 員 総 数 ６ ５ 名 
出席免除を除く      

ＭＵを含む  

修正出席率 7 2 . 1 3％ 

出 席 会 員 数 ４ １ 名 

出 席 率 ６ ９ ％ 

第２７回例会  本日のプログラム 

開 会 （点鐘） 通算第２１７１回例会 

・国 歌      「君が代」 

・ロータリーソング 「奉仕の理想」 

・ソングリーダー  岡本真一郎会員 

・来客紹介     友好委員 

 

会 食 

・歌とピアノ    木下裕子 

・会長報告     林 博之会長 

・幹事報告     松田禎胤幹事 

・委員会報告    各委員長 

・出席報告     出席委員 

・ニコニコ箱報告  ＳＡＡ 

・卓話 

 

閉 会 （点鐘） これからの予定 

2月 9日（木）例会           2月16日（木）例会 

2月16日（木）大阪大淀ＲＣ50周年記念式典  

2月18日（土）2023-24のための地区チーム研修セミナー  

2月23日（木・祝）休会     2月23日（木・祝）八尾東RC５０周年記念式典 

2月25日（土）ＩＭ第４組ロータリーデー・フレッシュロータリアン研修交流会 

3月 2日（木）例会・定例理事会  3月4日（土）会長エレクト研修セミナー(PETS） 

♪ 奉 仕 の 理 想 

 奉仕の理想に集いし友よ  

御国に捧げん我等の業  

望むは世界の久遠の平和  

めぐる歯車いや輝きて  

永遠に栄えよ  我等のロータリー  

ロータリー  

２月 会員誕生日 おめでとうございます 

2月 2日 神田眞晃 会員   2月 8日 三島敏宏 会員                       

2月 9日 岡西豊博 会員   2月18日 荻原 奨 会員 

2月18日 菰田吉見 会員   2月28日 伴井敬司 会員  

らです。カルチャーセンターの利点は講師料

が不要で、4千円以上の会費を払って参加し

てくれる一定の客（ロータリアン）が確保さ

れる点です。受講者にとっては複数の講演を

一度に聞けるという利点があるので、近江商

人の商売の心得にある「三方よし」が実現で

きたと考えました。勿論、医療関係のセミ

ナーでなくても例えば、複数の税理士による

「知って得する税金の知識」や複数の保険代

理店経営者による「知って得する保険の知

識」といったセミナーでもロータリークラブ

の職業奉仕として会員が支援すれば新聞社関

連のカルチャーセンターは協力してくれる可

能性が高いです。 

2022年4月28日には2660地区職業奉仕委員会が

後援し、大阪東南RCと中之島RC合同で行う

「100歳まで元気でいられる方法」と題した

出前授業を大阪中之島朝日カルチャーセン

ターで行い、講演に先立ち「ロータリークラ

ブとは？」「職業奉仕の精神とは？」などの

説明を一般の方に行いました。 

ロータリーは各クラブが主体であり、RIの方

針に従う義務はありません。しかし、それぞ

れの専門職からみれば、世間の人が信じてい

る常識のウソやちょっとした知識や工夫で生

活が改善されることが沢山あると思います。

そのような専門知識を卓話で培った話術で世

間にわかりやすく伝えることをクラブが後援

すれば、りっぱな実践する職業奉仕になりま

す。ロータリークラブが現在抱えている大き

な問題として会員数の減少と高齢化がありま

す。それを解決するためには新聞などのメ

ディアを通じてロータリークラブの特徴であ

る職業奉仕を世間に知って貰い、ロータリー

クラブの公共イメージを向上し、会員を増強

することが大事だと僕は思います。 
   

大阪難波ＲＡＣ11月度第2例会 

【日時】2022年11月24日(木)19:30～21:00 

【場所】河原センタービル3F 

 大阪市中央区難波千日前5-19 

【内容】テーマ「ゴルフ例会」 

 担当 西野 悠 

【ロータリアン登録料】3,000円 

※ご出席頂ける方は、大阪難波RC事務

局までご連絡をお願い致します。 
TEL06-6632-3956 



★来客紹介：飛田友好委員 

  

  地区職業奉仕委員長  小谷逸朗様 

  地区職業奉仕副委員長 戸田佳孝様 

     

 

 

 

 

 

 

★会長報告：林会長 

SDGS目標8「働きがいの経済成長も」について解説

いたします。どんな目標かというと、ディーセン

トワークと経済成長を実現しましょう。という目

標です。ディーセントワークとは、「働きがいの

ある人間らしい仕事のこと」を指します。単に働

くだけではなくて、人権が守られつつ、十分な収

入を得て安定した生活ができる仕事のことを指し

ます。何故この目標が掲げられたのかと言うと、

失業率が挙げられます。最近ではコロナの影響で

世界中の経済が、悪化し失業率が増えました。も

う1つは世界で児童労働に携わる子供が多く存在し

ているという現状があります。児童労働というの

は、15歳未満の子どもが大人と同じ条件で働くこ

とを指します。ですので学校に行かずに働いてい

る子どもが沢山いるということです。 

こうした児童労働の子供は世界で1億5000万人を超

えるといわれていて、その約半数の7500万人くら

いは危険を伴う仕事、児童兵士などの現状があり

ます。これに関してはその目標1「貧困をなくそ

う」と目標4の「質の高い教育をみんなに」で達成

されることによって減っていく可能性もあります

ので、SDGSの17の目標というのは全て関わりがある

という事です。そして、私たちに何ができるの

か？日本の現状を考えると児童労働はないと思い

ますが、子どもに対して働くという事を知ること

が大事だと思います。 

どうやってお金が稼げるのか？体験をすることに

よって得られるものが多いと思います。日本の現

状を知って私たちの生活にどう影響があるのかと

いう事を知ることが重要だと思います。 

 

★幹事報告：松田幹事 

1.2月2日例会終了後、定例理事会を開催させてい

ただきますので、理事役員の方はご出席下さい。 

2.髙島屋様より「かみがみの森」切り絵の展覧会

と、未生流いけばな展のご招待券をいただいてお

りますので、必要な方は受付に置いておりますの

でお持ち帰りください。  

 

★委員会報告 

◇職業奉仕委員会：荒山委員長 

今年度は大和食品株式会社和泉工場にてロースト

ビーフ製造の見学・勉強会です。見学後、懇親会

を予定しておりますので多数ご参加ください。

14:00スイスホテル5F玄関出発し、貸し切りバスで

大和食品株式会社和泉工場へ。15:00～16:00ロース

トビーフ製造を見学。17:00頃宗右衛門町帰着予

定。17:00～食道園にて懇親会ですので宜しくお願

い致します。 

 

◇国際奉仕委員会（国際交流三姉妹）三島委員長 

本日、国際交流三姉妹親善訪問のご出欠の締切日

となります。まだご提出されておられない方はご

提出宜しくお願い致します。 

 

◇ロータリーデー実行委員会：川口委員長 

本日ポスティングさせていただいておりますが、2

月16日(木）18時よりニューミュンヘンに於いて

ロータリーデー最終打ち合わせを行います。会員

全員にて是非とも成功させたいと考えております

ので、皆様どうかご参加の程お願いします。 

  

★ニコニコ箱報告：日髙副ＳＡＡ 

地区職業奉仕委員会委員長 小谷逸朗様：本日の卓

話、よろしくお願いします。 

地区職業奉仕委員会副委員長 戸田佳孝様：本日は

お招きいただき有難うございました。 

林 博之：小谷職業奉仕委員長、お越しいただき

ありがとうございます。戸田職業奉仕副

委員長、本日卓話宜しくお願い致しま

す。 

松田禎胤：地区職業奉仕員会より小谷委員長、戸

田副委員長、卓話にお越しくださりあり

がとうございます。 

北橋茂登志：大阪市あきないグランプリでグラン

プリを受賞しました。感謝感謝です。 

川口栄計：フレッシュロータリアン研修会、福田

会長エレクト、お疲れ様でした。 

  前回の記録  第２６回 １月２６日（木） 

福田 忠：先日のフレッシュロータリアン研修懇

親会、多数の会員の皆様にご参加いた

だき誠にありがとうございました。2

月25日のロータリーデーとフレッシュ

ロータリアンの集いも是非宜しくお願

い致します。 

清水一人：フレッシュロータリアン研修懇親会、

福田会長エレクトお疲れ様でした。 

荒山義雄：本日、地区職業奉仕委員会より小谷委

員長、戸田副委員長、ようこそお越し

下さいました。後ほど戸田副委員長に

は卓話の方も宜しくお願い致します。 

宮本倫明：職業奉仕委員会、欠席のお詫び。 

日髙雅哉：フレッシュロータリアン研修懇親会で

は、福田会長エレクト大変お世話にな

りました。ありがとうございました。 

 

★大阪難波ＲＡＣへのニコニコ箱報告 

清水一人：例会お疲れ様です。 

累計￥２９４，０００ 

 

★卓話  テーマ  職業奉仕月間卓話  

 「自己の職業的手腕を活かす奉仕も職業奉仕」 

     卓話者  

           戸田 佳孝 様 

     卓話担当者  荒山義雄職業奉仕委員長 

職業奉仕には二種類あります。理念の職業奉仕

は、『ロータリアン一人一人が、日々のロータ

リー活動に参加する中で「奉仕の理念」を学び、

それを自分の職場に持ち帰り、「奉仕の理念」

「四つのテスト」に従って自分自身を律し、自分

の職業で社会に貢献し奉仕しましよう』です。実

践する職業奉仕は、「クラブの対外的奉仕活動と

して、社会の問題やニーズに応えて、会員の職業

上の手腕を役立てましよう! 職業人の団体とし

て、次世代に職業を語り伝えましよう」という活

動です。 

2780地区の職業奉仕委員会が作ったホームページ

には『職業奉仕を内向きな倫理観、精神論を中心

にとらえるのは、どうも世界中で日本口一タリー

特有の状況である。日本では良い行動はことさら

アピールしないという隠匿の美の思想があるから

かもしれない。対して、海外のロータリーでは、

「クラブの対外的奉仕活動」の手段として職業奉

仕をとらえているようである。』と書いていま

す。 

2016年のRIの定款には「職業奉仕には自己の職業

上の手腕を社会の問題やニーズに役立てるために

クラブが開発したプロジェクトに応えることが含

まれる。」という一文が追加されました。本田博

己氏（「職業奉仕」はロータリーの根幹か？ロー

タリーの友.VOL65.NO.1:14-17,2017）は『2012年

バンコク国際大会の分科会で、日本のロータリア

ンはお馴染みの「職業奉仕の理念」を熱心に語

り、一方、欧米のロータリアンは「職業奉仕の活

動」事例を語り、両者は噛み合わないまま分科会

は終わった。「同床異夢」という言葉が頭をよ

ぎった。これが日本ロータリーの「ガラパゴス

化」を招いている一因だ。この世界と日本との違

いを、「日本の理解のほうが正しい」とか、「職

業奉仕は他の奉仕部門とは違う」として、クラブ

の職業奉仕の実践を否定する態度は間違ってい

る。』と述べています。この記事が掲載された当

時、『日本ロータリーの「ガラパゴス化」』とい

う一節に対して反発する意見が「ロータリーの

友」に多く寄せられました。 

しかし、現在日本のロータリークラブが抱える大

きな問題的としては会員数の大幅な減少がありま

す。2660地区では会員数がピークであった1997年

には約５千人に対して2021年現在では約３千人で

あり、約４割も減っています。しかも会員の平均

年齢は高くなり、奉仕活動の実務を担えない高齢

の会員が増えています。その原因として神崎茂様

（大阪西RC2011年2月14日卓話「これからのロー

タリー」）は３Ｋを挙げています。すなわち、高

齢化,高コスト化,（クラブ運営の）硬直化（マン

ネリ化）です。会員数の減少を止めるためには新

しい方針の奉仕活動に着手する必要があります。

2660地区の宮里ガバナーは地区職業奉仕委員会小

谷委員長に『職業奉仕が「理念」であることは理

解できるが、時代の変化を酌んでほしい。「理

念」だけに固執しないでほしい。』と語られたそ

うです。メキシコでは大工のロータリアンが被災

時で仮設住宅を建てることも外向きの職業奉仕と

して報告しています（ロータリーの友2020年10月

号18頁）。日本でも外向きの職業奉仕が重視され

ても良い時期だと僕は考えます。 

大阪中之島ロータリークラブ職業奉仕委員会では

「変形性膝関節症･老人性難聴･口腔ケアとの付き

合い方」と題した出前授業を2020年9月24日に中

之島朝日カルチャーセンターで行うことを企画し

ました。2016年に追加された定款に照らします

と、平均寿命が延びたと言っても、医療や介護の

助けを借りることなく、自立した生活ができる年

限である健康寿命は延びていないという社会の問

題に奉仕事業に職業的手腕を生かすことを目標に

しました。会場として朝日カルチャーセンターを

選んだ理由は、授業の予定が自動的に朝日新聞紙

面で紹介され、通常で借りれば高価なフェスティ

バルビル18階の大教室を無料で提供してくれるか

 ２月は「平和構築と紛争予防月間」です 

 小谷逸朗様  戸田佳孝様 



2023年1月26日に職業奉仕委員会主催のクラブフォーラムを開催させて頂きました。 

例会時には地区職業奉仕委員会より小谷委員長と戸田副委員長においでいただき、戸田

副委員長には「自己の職業的手腕を活かす奉仕も職業奉仕」というテーマで卓話をお聞

かせ頂きました。 

例会終了後14時より貸切バスにて大阪府和泉市に在る「大和食品株式会社 和泉工場」

に総勢23名で見学に行かせて頂きました。大和食品株式会社は自社牧場の他、各種食肉

の輸入、加工、製造、販売など食肉流通の川上から川下まで幅広く経営なされている業

界でも有数の企業です。その中でも和泉工場は最新の衛生管理基準をクリアされてお

り、今回はそちらで有名企業のOEMで製造されているローストビーフやその他の食肉加

工品の製造されているところを詳しく説明をして頂きながら見学させて頂きました。 

帰りにはオリジナルの和牛ローストビーフまで頂戴し、林会長からの謝辞をお伝えした

後、帰路につきました。 

17時より「食道園 宗右衛門町店」にて懇親会を和気あいあいと行わせて頂き「お肉三

昧」な一日が終了いたしました。 

最後になりましたが、フォーラムにご参加頂いた皆様、フォーラム参加依頼や各種のお

手配に多大なご尽力を頂いた皆様に心より感謝申し上げます。 

本当にありがとうございました。                文責：荒山義雄 

皆さん、お疲れ様でした♪ 



【大阪難波ローターアクトクラブ】 

2023年1月26日 1月度第二例会(第27回) 
 

大阪難波ロータリークラブの皆様、いつもお世話になっております。 

 

大阪難波ローターアクトクラブ1月第2例会では、福永会長に担当して頂きました。 

テーマ 

「あなたの知らないホースのお話。」 

 

福永会長は、西部ゴム（株）に勤めておられ、産業用ゴム及びホースの販売を行う

会社になります。普段扱うでゴムベルトやホース等の紹介をして頂きました。 

 

今回は、大阪難波ロータリークラブ様から6名の方々に参加して頂きました。 

そしてニコニコも、14件も頂き 

大阪難波ロータリークラブの皆様、 

いつも本当ご支援にありがとうございます。 

 

今後共、大阪難波ローターアクトクラブを宜しくお願い致します。 

 

                          2022-2023年度 広報 林 海晟 


