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ロータリーソング

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
永久に栄えよ
我等のロータ リー ロータ リー

にして（A列を選択して右クリック～挿入）コピーしてください。
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国際ロータリー会長
ホルガー・クナーク

会長 斉藤 勝俊

「会員基盤、そして、
つながりを維持・強化
しよう」

今日の例会 来週の例会今日の例会

会長の時間

職業奉仕月間月間テーマ

斉藤会長

四つのテスト

■ 初例会 於：ホテルセイリュウ2Ｆ 瑞穂の間

1月度定例理事会 ＡＭ11：30～ 4Ｆ 楓の間
初例会 ＰＭ12：30～

■ 今日の歌 「君が代」「四つのテスト」
「一月一日」
ピアノ 岩島 佳子 先生

■ 1月28日（木）休会

■ 2月4日（木）休会（ホテル休館により）

■ 2月11日（祝・木）休会

■ 2月18日（木）例会

例会後、吉﨑ガバナー補佐をお迎えしての

クラブ協議会

「職業奉仕月間」によせて

１ 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。

さて、今月は「職業奉仕月間」ですが、ロータリー運動の基本は職業奉仕にあるといわれます。職業を

通じて奉仕をするという考えは、他の奉仕団体にはないロータリー独自の概念です。

２ 事業を営んで利潤を得るときも、専門技術を駆使して謝礼を受け取るときも、常に配慮しなければなら

ないことは、自分の職業上の行為が、自分の職業に関係する全ての人々の幸せにつながっているか

どうか、ということです。

顧客に満足を与えているか、納入業者への支払いが滞っていないか、下請けを泣かせていないか、従

業員に不満はないか、競争相手にフェアーな対応をしているか、環境保全に留意しているか等を考え、

その全てを満たす心で行う毎日の職業生活が職業奉仕なのです。

３ ロータリーにおける職業奉仕の特徴としては、結果としてロータリアン本人が受益者になり得ることです。

職業奉仕を行うことで永続的に適正な利潤を得られることは、その利潤の大部分は事業に関係する周囲

の人々に還元されるにしても、ロータリアン本人もその恩恵を受けることを意味します。この点で、「社

会奉仕」や「国際奉仕」における「奉仕」はボランティアに近い意味を持ったＳｅｒｖｉｃｅであり、当然のこと

ながら、その受益者はロータリアン以外の人が対象となります。

一月一日

年のはじめの ためしとて
終わりなき世の めでたさを
松竹たてて 門ごとに
祝う今日こそ 楽しけれ



２号議案

1月21日（木）第4回クラブ協議会を2月4日（木）に変

更する。

事由：新型コロナウイルス感染者が全国で過去最

多水準に達しており、東大阪を中心としたクラス

ターが発生している昨今の状況を鑑み、1月14日

（木）を引き続き休会とし、初例会及び新年会を下

記の通り1月21日（木）に再延期する事とする。（な

お、1月28日は予定通り休会です。）

→承認

持ち回り理事会議事録

一口情報

浅浦幹事幹事報告

前田会員

会員研修・会員選考委員長
井上 家昌

≪これからの予定≫
【1】 本日例会前、1月度定例理事会
【2】 1/28（木）休会
【3】 2/4（木）休会・ＺＯＯＭ練習会

於：ロータリー事務局
【4】 2/11（祝・木）休会
【5】 2/18（木）例会・吉﨑ガバナー補佐を迎えての

クラブ協議会

＜連絡事項＞
【1】 本日例会前、1月度定例理事会を開催致しま

した。
【2】 1/22（金）～2/6（土）までホテルセイリュウが

休館致します。つきましては、2/4（木）の例会
も休会とさせていただきますので、よろしくお
願い申し上げます。

⑨人を動かす話し方を身につける、人の話から

学びメモをとる習慣を。

⑩ServiceのSはスマイル（Smile）のS。微笑みが人

間関係を温かくする。

以上の１０項目は、私たちが人生を送る上で大切な

徳性であることは認識しているが、日々の忙しい仕

事に追われてなかなか身につかないものである。

自分自身、毎日努力しながら得られるものもあるが、

多くの選ばれた人の中にいて永年の間に自分が学

び行動する間に得られるものが多くあるだろう。昔

の学友との出会いは年とともに疎遠になり、尊敬す

る先生もこの世にいない。だが、わたしたちには

ロータリークラブがる。毎週決まった場所で、決まっ

た時間に、多くの友人が待っていてくれる。互いに

心を開いて、微笑み、親しみロータリークラブに馴

染もうではないか。（RI第２６６０地区パストガバナー、

八尾RC戸田孝様著書から）

出席報告 12月17日

（12/24）（12/31）休会
（1/7）（1/14）休会

（12/17）の出席者数：31名（3）

12/17出席率：60.78%

※（ ）内数字は出席免除会員の出席者数
会員：59名（免除11名）

12/3 12/10 12/17

HC出席 27(3)名 休会 31(3)名

MU出席 5(0)名 3(0)名

修正出席率 62.75％ 66.67％
“ロータリークラブは自分を磨くところ”

A) ロータリークラブへ入って何のメリットがあるの

だろう？

最初は誰もがそのように思うのではないか。古い会

員に聞けば「ロータリー？出席している内にわかる

よ」と教えられる。

ある日、腹痛のために欠席しようと思ったが我慢

して出席した。昼御飯が食べられずに残念だったが、

多くの会員は美味しそうに会食を楽しんでいる。

そこで「ロータリーに毎週出席を続けるには健康第

一だな」と思った。そして「ロータリーに出席するた

めの条件は、健康であること、仕事が順調であるこ

と、家庭が円満であること、この３つが大切である。

しかも。この３つは人生を支える基盤となる三本柱

であることを思えば、ロータリーに出席することは、

この３つの大きい人生目標達成に繋がると思う」と

ある会合で話したが、毎週親しい友人と語り合う楽

しみを見出すことで、最初は苦痛に思うこともある

がやがては抵抗なく出席することで楽しくなり、時間

を守るよい習慣がついてくる。

B) 人間的魅力とは、自分を鍛え、人を引き付け、

動かす力である。

①常識に明るく、辛抱強い人間になること。

②人生の勝負の鍵は持続力、良い習慣を養うこと。

③勤勉、注意力、正確さ、時間厳守、迅速さ、正直、

公正、誠実、品性。

④よき出会い、よき師、よき友は人生の宝。

⑤人格こそ生涯通用する宝である。

⑥現実を理想に重ねあわせる努力、行動も思考も

反復こそが力である。

⑦礼儀は生活を潤す。本当の勇気は優しさと共に

ある。

⑧人間の価値を決める「弱者への思いやり」。

◆ 2021～2022年度理事・役員 ◆

役 員 理 事

会長 河村 幸司 会長 河村 幸司

直前会長 斉藤 勝俊 直前会長 斉藤 勝俊

会長ｴﾚｸﾄ 藤本 良男
会長ｴﾚｸﾄ 藤本 良男
（会員組織委員長）

副会長 北埜 登
副会長 北埜 登
（クラブ運営委員長）

幹事 古川 靖明 幹事 古川 靖明

会計 浅浦 哲夫 会計 浅浦 哲夫

ＳＡＡ 山崎 直人 ＳＡＡ 山崎 直人

理事 田原さおり
（副幹事）
理事 新井繁太郎
（職業奉仕委員長）
理事 小畑 治彦
（社会奉仕委員長）
理事 滝川 晃
（国際奉仕委員長）
理事 森本 竜一
（青少年奉仕委員長）
理事 北川 忠嗣
（無任所）

（細則第4条第3節の会長要請に依る。）

◎2021年1月7日

１号議案

2021年1月14日（木）の初例会及び新年会を1月21

日（木）に延期する。




