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次回の卓話

2009年10月17日（土曜日）家族例会

2009年10月21日(水) 振替休会

2009年10月28日(水)

「太陽光発電の現状」

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ電工㈱住建事業本部

副参事 近藤 正博 様

（紹介：奥 藤喜雄会員）
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四四四四つのつのつのつのテストテストテストテスト 言行はこれらに照らしてから

１． 真実かどうか ３． 好意と友情を深めるか
２． みんなに公平か ４． みんなのためになるかどうか
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真実かどうか

みんなに公平か

好意と友情を深めるか

みんなのためになるかどうか



会員数４２名 出席義務会員数３７名

10月7日出席会員29名 78.38％

9月16日 MUを加えて 94.60％

2009年10月7日 第2712回

国歌斉唱

ロータリーソング「奉仕の理想」

岸和田RC歌「両手を揚げて」

お客様の紹介

出席報告

誕生日・結婚記念日のお祝い

会長の時間

幹事報告

委員会報告

ニコニコ箱の紹介

卓話

「職業奉仕の定義」

西明寺 講治会員

(職業奉仕委員長)

【１０月誕生日】

横谷哲郎会員・西秦好郭会員

宇野芳孝会員・毛利髙二会員（左から）

【１０月結婚記念日】

櫻井昇会員

【１０月結婚記念日】

西秦好郭会員

【１０月結婚記念日】

岸田次郎会員

【１０月結婚記念日】

武田利治会員

【１０月結婚記念日】

西明寺講治会員

岡本桂四郎会長



櫻井新嗣幹事

●例会変更・休会の案内

高師浜RC・岸和田南RC 詳細は事務局まで。

●環境保全委員会の坂口委員長が本日ご欠席となり

ましたので、代わりにPRさせて頂きます。

清掃奉仕活動への参加のお願いです。

10/25（日）10:00-11:30の予定で、春木川・轟川

一斉清掃が実施されます。

また11/1（日）9:30-11:00の予定で、久米田池の

周辺清掃が実施されます。詳細につきましては後

日FAXにてお知らせ致します。是非共ご予定を空け

て頂いて、清掃活動へのご参加をお願い致します。

●本日、例会終了後に10月度の定例理事会を開催さ

せていただきます。各理事の方々につきましては、

例会終了後に事務局にお集まりいただきます様、

よろしくお願いいたします。

平素は委員会活動にご協力賜り、ありがとうござ

います。皆様方よりご協力頂いております「米山奨

学記念会」へのご寄付は、今年度も当クラブがカウ

ンセラーをさせて頂いている朴燦浩様のように、日

本で勉学・研究を志す外国人留学生の方々に奨学金

を支給し、支援する財源として、又国際社会で活躍

する留学生を奨学することを目的として活用されて

います。10月「米山月間」を迎え、米山奨学会事業

へのご理解とご協力をお願い申し上げます

●会合報告

10/6 岸和田RAC例会に山形委員長・浦川会員そして

私が出席しました。RAC例会も母数が少ない上

に出席率が芳しくないので、できれば是非共

RC会員の皆様もRAC例会に出席頂きますよう

よろしくお願い致します。

今月は職業奉仕月間ということもあり、西明寺委

員長に卓話を担当いただきます。よろしくお願い

いたします。

ファンド委員会

伊丹克介 委員長

●烏野賢一名誉会員

誕生祝をどうもありがとうございました。

●西明寺講治会員

本日卓話を担当させていただきます。

●亀井茂会員

家内の誕生日に、お花をありがとうございました。

●梶野和一郎会員

会社、会長になりました。

●横谷哲郎会員

今月18日に誕生日を迎えます。

職業奉仕委員会

西明寺講治 委員長

職業奉仕委員長の西明寺でございます。

私の職業分類は土地家屋調査士、仕事の内容は測量及

び登記でございます。この仕事に関わって約30年、ロ

ータリー歴はちょうど10年になりました。

この度、職業奉仕委員長を仰せつかっておりますが、

恥ずかしながらこの10年間、一度たりとも「職業奉仕

とは何ぞや」と考えたことはなく、また職業奉仕に非

常に関係のあります「四つのテスト」が何故例会で歌

われているのかも知らず、恥ずかしい限りでございま

す。そういう不見識なところを見透かしてかどうか、

昨年 岡本エレクト現会長が「次年度の職業奉仕委員

長を西明寺君にお願いします」と言われた時は、背筋

の寒い思いが致しました。それと同時に私は前年度が

例会委員長でしたから、職業奉仕委員長を引き受ける

＝10月には職業奉仕月間として職業奉仕委員長は卓話

をしなければならない」方程式が、すぐ頭に浮かびま

した。その為、私は岡本現会長に指示を受けた次の日

には、ロータリーの友の各年度の10月号を引っ張り出

してきて、真剣に「職業奉仕とは」と書いてある部分

を読みました。その中で私の感じた事を、今回卓話と

してお話したいと思います。職業奉仕は「見えざる奉

仕」「見えにくい奉仕」とよく言われています。
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職業奉仕は四大奉仕の一つといわれますが、私は社

会奉仕・クラブ奉仕・国際奉仕に比べて角落ちした奉

仕部門としか思えないのでございます。何故なのかと

考えた時、職業奉仕の定義が明確でない事が原因では

ないか、と考えられます。今年の５月に、次年度地区

協議会が田辺で行われました。まずIM6組の次年度職

業奉仕委員長が集まり、協議しました。

「職業奉仕とは」という議題で話合ったのですが、皆

意見はバラバラで、纏まりのない、締りのない会議で

ございました。ある人は「中学生等を職場体験させる

ことが職業奉仕だ」と言う一方、ある人は「職場見学

などが職業奉仕だ」と言い、またある人は「自己研鑽

し、社会に貢献する事が職業奉仕である」と言う訳で

ございます。

私は皆が言っている事は「職業奉仕の一部かも知れ

ないが、職業奉仕の定義から言うと違うのではないか、

だから『見えざる、見えにくい』奉仕部門と言われる

のではないか」と思えて仕方ないのです。私は職業奉

仕の定義を明確に誰も言わない、言えないのが不思議

でたまりませんでした。私は、自分自身の仮説かも知

れませんが「職業奉仕の定義」を述べたいと思います。

まず「職業奉仕」という言葉はロータリーが発足し

た初期の段階から存在した言葉です。ですからロータ

リアン同志の取引の中に「職業奉仕」という言葉が必

ずあるはずです。ロータリーは何故できたんでしょう

か？信用のあるロータリアン同志が取引をする。そこ

に信頼が生まれ、親密になり、親睦を図る事ができる

ということで、ロータリーができたはずです。そのロ

ータリアン同志の取引において、あるロータリアンは

仕事があまりない、またあるロータリアンは仕事がた

くさん入ってくるという場合、妬みなどを持たせない

様に、ここで職業奉仕の定義を用いたのではないか、

と思うのです。私は職業奉仕とは「仕事の依頼があり、

報酬を受けるけれども、自分の持っている全知全能の

技術力を駆使して依頼者の要望に応える事」だと思い

ます。この定義が正しいとすれば、「職業奉仕委員長

はロータリアン同志の取引を積極的に進める事ができ、

ロータリアン同志の取引以外の行為をすると、そのロ

ータリアンにペナルティを科すなどの権威を持ってい

たのではないか」「職業奉仕が四大奉仕との一つとい

われても不思議ではない」と考える事ができ、職業奉

仕委員長が理事職にあるというのも納得がいきます。

近隣クラブ卓話ご紹介

岸和田東ＲＣ １０月２３日（金）「モーニングウォーキング」寺田美昭会員

岸和田北ＲＣ １０月２０日（火）「ガバナー補佐訪問」

岸和田南ＲＣ １０月２２日（木）「同窓会」 松本六三会員

Sunday      日 Monday 月 Tuesday 火 Wednesday 水 Thursday    木 Friday        金 Saturday    土

体育の日
例会

「私の少年時代」

井上一男会員

家族例会

(吉本新喜劇)

振替休会

ＲＡＣ例会

近隣会長幹事会

ホスト：岸和田北RC

春木川・轟川一斉
清掃

例会

「太陽光発電の現
状」近藤正博様

紹介奥藤喜雄会員

前期

ｲﾝﾌｫｰﾏﾙﾐｰﾃｨﾝｸ

於.岸和田天神宮

午後6時30分開始

岡本年度

4RC会長幹事会

久米田池清掃
文化の日

RAC振替休会
（11/4）

例会「IAUﾜｰﾙﾄﾞｶｯ
ﾌﾟに参加して｣

宮里康和様

紹介福岡敏文会員
RAC例会
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