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国際ロータリーのテーマ
ロータリーは世界をつなぐ
（インスピレーションになろう）
2660 地区のテーマ
Stand By You
（～あなたと共に～）
池田ロータリークラブのテーマ
はぐくもう！
ロータリーの友情

ikeda-rc@amber.plala.or.jp

2018～2019 年度ＲＩ会長バリー ラシン
RI 第 2660 地区ガバナー四宮 孝郎
■会長 近藤 秀一 ■副会長 林 功
■副会長 奥村 昌也 ■幹事 名村研二郎 ■副幹事 橋本 昌也
■親睦委員長 北林 寛崇
■広報･会報担当 福林

2019-20 年 会長

近藤

秀一

今月は職業奉仕月間です。ロータリーには様々な職業や経験を持つ会

慎二

プログラム
開会・点鐘

員がおり、地域社会でのつながりを活かした多様な活動が実践されてい

ロータリーソング

ます。職業奉仕は「ロータリーの目的の第 2 項を土台としており、こ

シェイクハンド

の頃で、ロータリーアンは次の事を奨励し、育む事が求められています。

ゲスト＆ビジター紹介

・例会で、各会員が自分の職業にていて話し、互いの職業について学び

出席報告

合う。

会長挨拶

・地域社会での奉仕プロジェクトで職業スキルを生かす。

幹事報告

・高潔さを重んじて仕事に取組み、言動を通じて模範を示すことで倫理

委員会報告

的な行動を周囲に促す。

ニコニコＢＯＸ

・専門能力の開発を奨励し、指導する。

本日の卓話

また、職業研修チーム（VTT）は、実地参加を通じて職業奉仕を行
う機会です。職業の専門知識やスキルを有するメンバーで構成されるチ
ームは、訪問先で知識を深めたり、研修を実施したりします。また、現
地の人々や地域社会の知識やスキルを高めることで、地域社会の人々が

本日の卓話

自力で問題を解決できるうようになり、持続的な変化がもたらされま
す。
池田ロータリークラブでは、職業奉仕に関して深く掘り下げたことが

「お昼のエッセイ」

なく、本日は職業奉仕委員会の上甲さんが職業奉仕について卓話してく
ださることを楽しみにしております。

卓話者：奥村 勝彦

会員

四つのテスト

１ 真実かどうか

２ みんなに公平か

✤幹事報告✤
名村

✤ニコニコ BOX✤

（地区より）
①2019‐20 年度

研二郎

伸明
雅章

近藤

地区大会のお礼

（近藤会長、名村幹事）
②2019－20 年度 ハワイ・ホノルル国際大会
「日本人親善朝食会」について
（近藤会長、名村幹事、吉岡国際奉仕委員長）
③ローターアクト第 2 回地区献血活動のご案内
（近藤会長、名村幹事、ＲＡＣ担当橋本会員）
④2019－20 年度ローターアクト西ゾーン連絡
協議会（親子会）開催のご案内
（ＲＡＣ担当橋本会員）
⑤2019－20 年度

プログラム担当：幸田
ニコニコ 担当：宮田

幹事

秀一会長：本日は、地区より職業奉仕委
員会、上甲様、木下様、卓話
よろしくお願い致します。
林
功会員：上甲様の卓話、楽しみにして
おります。よろしくお願い致
します。
井上 裕子会員：皆出席のお祝いをいただき、
ありがとうございました。フ
ッ素塗布当番の為、10 分だけ
早退させていただきます。
田中 孝史会員：職業奉仕月間です。「職業奉
仕について」の卓話です。上
甲様、木下様、よろしくお願
い致します。

意義ある奉仕賞について

（近藤会長、名村幹事）

✤皆出席お祝い✤

⑥「友好・姉妹クラブ募集」のご案内
（近藤会長、名村幹事）
井上

✤出席報告✤
出席報告

永田

大介

会員

○出席数 27 名
○会員数 32 名
○出席率 84.38％
○前々々回 90.63％（12 月 11 日）
メーキャップ
橋本 昌也
暮部 光昭
柴田 宜孟
田嶋也寸志

会員 （12/4 理事会）
会員 （12/22 RAC）
会員 （12/4 理事会）
会員（12/4 理事会）

会員
会員

裕子

会員

入会日
H11.12.8

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

✤お客様紹介✤
上甲

悌二 様（地区職業奉仕委員会/
大阪南 RC)
木下正二郎 様（地区職業奉仕委員会/
大阪北梅田 RC)

ロータリーの樹
→基本理念である

The

Ideal

of

service

（奉仕の理念）を実践する手段が職業奉仕である
ことをわかりやすくした図
クラブ奉仕

・・・ ロータリーの樹に水と営養
を送る「根」

職業奉仕

・・・ その上に成長する「幹」
「奉仕の理想」と並ぶ

✤前回の卓話✤

青少年奉仕，社会奉仕，国際奉仕，米山奨学金，
ロータリー財団に基づく奉仕
→ 枝が伸びて実った「果実」
「ロータリーの心と実践」
（2015 年 3 月

2660 地区

研修委員会）

職業奉仕とは、
職業を通じて社会のニーズをほぼ完全な形で満
たせるよう努力を重ねること。それによって、自己
の職業の品位と道徳的水準を高め、社会から尊重さ
れる存在にすることができる。

「職業奉仕について」
上甲 悌二 様
（職業奉仕委員会/大阪南 RC）

ロータリアンは、日々の仕事を通じて生きる力の
根本である自らの道徳的能力を高め、それを社会に
反映させることを使命と考えて努力している
ロータリアンは、日常の職業活動を通じて、自分
の職場の従業員、取引先の人たちやその関係者、ひ
いては地域社会の人たちの模範となり、生きる力の
根源である道徳的能力を向上させることに努めて
いる。このような仕事の仕方をロータリーでは、職
業奉仕と呼んでいる

真のロータリアンであるか

否かは、皆さん自身とその職場が社会の規範となる
ように努力することを自己の使命と考えているか
否かにかかっている。
にかかっている

池田ＲＣのテーマ「伝統と革新 目指そう INSPIRED

池田 RC

義捐金ＢＯＸ
2 月スケジュール

1月8日時点残高
5

水

3162 回例会

12

水

休会（祝日週）

19

水

3163 回例会

26

水

3164 回例会

174,751 円

1月22日分

972 円

残高

175,723 円

！

ポリオプラス基金

1月8日時点残高

13,243 円

1月22日分

521 円

残高

13,764 円

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
ニコニコ箱の累計

日も風も星も

1 月 22 日現在 898,500 円

さわやかな朝だ
われらはロータリアン
いつもほほえみ いつも元気で
さあ 出掛けよう
日も風も星も ラララ光るよ
2 月 5 日（水）例会
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

「タイ・ミャンマー報告」
（国際奉仕委員会）
コメント：

昨年、国際奉仕委員会で
行きましたタイ・ミャンマー
の報告を行います。

卓 話 者： 吉岡 崇 会員

