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本日の例会　　10月8日（水） 次週予告　　10月15日（水）
● ソング

● プログラム

「四つのテスト」
　　　　　　槙野　稔　会員
　卓　話
　　　　　　槙野　稔　会員

● ソング

● プログラム　卓　話

「それでこそロータリー」
　　　　　　馬場　和代　会員

　　　　　　中村　俊治　会員
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　　　　　　　　　　　会　長　小山　一子
皆様今晩は
1）先週（9月24日）はＲＩ2680地区ガバナー
「滝沢功治様」、ご随行の地区代表幹事「門
田敬造様」をお迎え致しました。開始前に、
滝澤ガバナーより、懇切丁寧なご指導を頂戴
致しました。先週も申し上げました通り、今
後のクラブ運営に大いに参考にさせて頂きた
く存じおります。
例会開始前のお出迎えには、全員制服姿で、
にこやかに整列下さっていて、那須副会長、
栗田幹事・川添ＳＡＡ，竹原親睦活動委員長
はじめ、各委員会、メンバーの皆様の多大な
ご協力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。

2）さて、私は「皆様方の卓話」をとても楽し
みに致しております。先々週の卓話は桑田会
員で、「人間の中には龍が住んでおり、その
龍は苦労や苦しみを栄養として成長する」と
あり、東北大震災時、国民幸せ度世界一の若
いブータン国王が訪問の折に同じ言葉を仰っ
たことを感慨深く思い出しました。ありがと
うございました。

3）「ロータリーの友」10月号が来ています。
縦書きのＰ4を開いて下さい。「渋沢栄一から
読み解く21世紀の経営者精神」と題し、一ツ
橋大学大学院商学研究科「田中　一弘」教授
の「道徳と経済は本質的に一致する」、との
詳細が述べられています。後ほど是非ご一読

下さいませ。
　　
4）本日のプログラムは、中村敏治委員長によ
る「職業奉仕委員会」プログラムでございま
す。楽しみに致しております。
　
5）今期初めより、会長・幹事・ＳＡＡは遅く
ても例会開始一時間前の18時には事務室にい
ますので、お気軽に覗いてみて下さいませ。

★Ｅ「笑顔」・Ｈ盛大な「拍手」・Ａ「握
手」で「明るく・楽しく・元気よく！」よろ
しくお願い致します。　　

■職業奉仕委員会
　　　　　　　　　　中村　俊治委員長

　
 ９月１３日に神戸市で開催された職業奉仕セ
ミナーに出席してきました。深川純一パスト
ガバナーより、「会社は誰のものか」、安平
和彦パストガバナーより「企業の社会的責
任」の講演がありました。
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　職業奉仕という言葉には、ロータリーの専
門用語で一般には使われない。職業とは、生
きていくためにの所得を得るための手段、即
ち、金儲けの手段であり、自分のためのもの
であり、奉仕とは、世のため、人のためにす
ることで自分以外の人のためのもので、職業
と奉仕は、エネルギーの方向が全く正反対の
言葉になる。
　この、利己と利他の調和がロータリーの職
業奉仕で、倫理的な職業を倫理的に営むこと
である。「会社は誰のものか」は企業倫理・
職業倫理の根底にある企業経営観の問いかけ
である。資本主義経済社会では、企業は儲け
なくして生きていけない。企業の目的は利潤
の追求であるが、企業活動には社会インフラ
が必要であり、適正な利潤を上げて、インフ
ラ整備の原資となる税金を納める義務があ
る。世界的にも企業が社会的責任を果たすた
めの７つの原則が定められている。
　職業奉仕には、毎日の職業活動を奉仕の機
会として行うことと、各自の職業上の特殊な
知識・技能を使って奉仕活動を行うことの二
つがある。高齢化社会となり難聴者が増加し
てきている。難聴には補聴器があるが、補聴
器は近くで聞くには聞きやすいが、広い会場
で音源が遠くにあるのは聞きにくく、周囲の
雑音も入ってしまう。
　そのための設備として、磁気ループシステ
ムがあります。北欧の福祉先進国では、公共
の集会所、映画館、劇場等では磁気ループシ
ステムの設置が義務付けられていますが、日
本では少ない。
　宝塚市では、市会議事堂の傍聴席、福祉会
館、市医師会館、フレミラの４ヶ所に設置さ
れています。これだけあるのは日本では非常
にまれなことなのですが、残念なことです
が、一般にあまり知られておらず利用も少な
い。
　この磁気ループシステムの知識の普及と利
用の促進に地区補助金を使う当クラブのプロ
ジェクトとしてはと考えますが、如何でしょ
うか。

○矢野　浩臣　君
今月は、米山月間になります。
毎年800名程度の奨学生を支援するためには、
一人当たり平均で1万円の特別寄付金が必要と
なります。皆様方のご支援、ご協力を宜しく
お願い致します。

○野木　久子　君

1ヶ月のご無沙汰です。9月の30日間、何故か
水曜日・木曜日と一泊の研修が続きました。
今日は、道を忘れず参りました。
これからも宜しくお願い致します。

　　　   本日合計　　　　　　￥15,000円
　　　本日までの累計　　　　￥324,000円

◆本日のソング
「君が代」「奉仕の理想」

山本　章太郎　会員

◆出席報告

◆今月誕生日を迎える野木会員、槇野会員、
細川会員そして木本会員です。

◆幹事報告
①滝澤功治ガバナーからのお礼

*************************************
拝啓
　仲秋の候、ますますご清祥のこととお慶び
申し上げます。平素は格別のご厚誼をいただ
き、誠にありがとうございます。
　さて、過日貴ロータリークラブを公式訪問
させていただきましたところ、クラブをあげ
てご歓待くださり、心より感謝申し上げま
す。
　公式訪問では、今年度の国際ロータリーの
テーマを始め、今年度のガバナーとしてクラ
ブの皆様にお伝えしなくてはならぬことは沢
山ございましたが、浅学ゆえに言葉が足らぬ
ところもあり、皆様にとって要領を得ぬ話に

終わったのではないのかと案じております。
　今後さらに精進を重ねて参りますので、ど
うぞお許しいただきたいと存じます。
　今年度、地区大会を始め、貴クラブには何
かとお世話になることも多いと存じます。引
き続きご支援、ご協力のほどお願い申し上げ
ます。
　最後になりましたが、貴クラブの会員の皆
様にもどうぞよろしくお伝えください。
ありがとうございました。

　　　国際ロータリークラブ第２６８０地区
　　　　　　　　　ガバナー　　滝澤　功治
*************************************

②当クラブの定款が古いので、新しいロゴを
使うよう滝澤ガバナーから指摘されました。
　
③IM　2/7（土）武庫川RCとの共催。　宝塚
ホテルで。

④本日　理事・役員会　お休み。

⑤ボールペンは池田会員からの贈り物です。
先日ハービス大阪2Fにジュエリー・デコレー
ション雑貨の店「Atelier Splendeur/アトリエ 
スプランドール」をオープンされました。
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会として行うことと、各自の職業上の特殊な
知識・技能を使って奉仕活動を行うことの二
つがある。高齢化社会となり難聴者が増加し
てきている。難聴には補聴器があるが、補聴
器は近くで聞くには聞きやすいが、広い会場
で音源が遠くにあるのは聞きにくく、周囲の
雑音も入ってしまう。
　そのための設備として、磁気ループシステ
ムがあります。北欧の福祉先進国では、公共
の集会所、映画館、劇場等では磁気ループシ
ステムの設置が義務付けられていますが、日
本では少ない。
　宝塚市では、市会議事堂の傍聴席、福祉会
館、市医師会館、フレミラの４ヶ所に設置さ
れています。これだけあるのは日本では非常
にまれなことなのですが、残念なことです
が、一般にあまり知られておらず利用も少な
い。
　この磁気ループシステムの知識の普及と利
用の促進に地区補助金を使う当クラブのプロ
ジェクトとしてはと考えますが、如何でしょ
うか。

○矢野　浩臣　君
今月は、米山月間になります。
毎年800名程度の奨学生を支援するためには、
一人当たり平均で1万円の特別寄付金が必要と
なります。皆様方のご支援、ご協力を宜しく
お願い致します。

○野木　久子　君

ホームページ
http://www.tknakarc.com

事務所 FAX番号　0797ー83ー1110
事務所 Eーメール　tknaka＠tknakarc.com

ひとくち

厚生労働省から「日本一休みが多い会
社」として表彰されている会社がありま
す。名証2部に上場している岐阜の電気
設備資材メーカー、「未来工業」です。
社員がヤル気を出して働けるように休日
は年間140日（有給休暇は除く）、年末
年始は20連休だそうです。定年は７０歳
で、業績も順調だそうです。有名でなく
ても頑張っている会社の代表ですね。

1ヶ月のご無沙汰です。9月の30日間、何故か
水曜日・木曜日と一泊の研修が続きました。
今日は、道を忘れず参りました。
これからも宜しくお願い致します。

　　　   本日合計　　　　　　￥15,000円
　　　本日までの累計　　　　￥324,000円

◆本日のソング
「君が代」「奉仕の理想」

山本　章太郎　会員

◆出席報告

◆今月誕生日を迎える野木会員、槇野会員、
細川会員そして木本会員です。

◆幹事報告
①滝澤功治ガバナーからのお礼

*************************************
拝啓
　仲秋の候、ますますご清祥のこととお慶び
申し上げます。平素は格別のご厚誼をいただ
き、誠にありがとうございます。
　さて、過日貴ロータリークラブを公式訪問
させていただきましたところ、クラブをあげ
てご歓待くださり、心より感謝申し上げま
す。
　公式訪問では、今年度の国際ロータリーの
テーマを始め、今年度のガバナーとしてクラ
ブの皆様にお伝えしなくてはならぬことは沢
山ございましたが、浅学ゆえに言葉が足らぬ
ところもあり、皆様にとって要領を得ぬ話に

終わったのではないのかと案じております。
　今後さらに精進を重ねて参りますので、ど
うぞお許しいただきたいと存じます。
　今年度、地区大会を始め、貴クラブには何
かとお世話になることも多いと存じます。引
き続きご支援、ご協力のほどお願い申し上げ
ます。
　最後になりましたが、貴クラブの会員の皆
様にもどうぞよろしくお伝えください。
ありがとうございました。

　　　国際ロータリークラブ第２６８０地区
　　　　　　　　　ガバナー　　滝澤　功治
*************************************

②当クラブの定款が古いので、新しいロゴを
使うよう滝澤ガバナーから指摘されました。
　
③IM　2/7（土）武庫川RCとの共催。　宝塚
ホテルで。

④本日　理事・役員会　お休み。

⑤ボールペンは池田会員からの贈り物です。
先日ハービス大阪2Fにジュエリー・デコレー
ション雑貨の店「Atelier Splendeur/アトリエ 
スプランドール」をオープンされました。
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