
 

 
  

 
 

     
 
      「例会後のひとときを・・・」 
         麻雀同好会 
                               

                           
 
 

 
 
 

 

 

２月は 「  世界理解月間  」 です 

次回例会 2006 年 3 月 1 日  

（第 2205 回） 
 

「守口市健康保険の現状について」 
守口市役所保険課 

     課長  松岡 雅信氏 
例会担当：会員増強委員会 

本日例会 2006 年 2 月 22 日 

（第 2204 回） 
 

「和ろうそくの出来るまで」 
丹治蓮生堂 
丹治 潔 氏 

例会担当：職業奉仕委員会 

本日のランチタイム・ピアノ演奏曲目                  
１・誓い（平原綾香）オリンピックテーマソング   ２・アマランタイン（エンヤ）   ３・イマジン（ジョンレノン） 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
前回例会（2203回）2/15の主な内容 
ゲスト紹介                 （親睦活動委員会） 

神崎 茂氏         （第 2660 地区ガバナー） 
ビジター紹介 
富永 良太氏              （門真ＲＣ） 
堤  昌彦氏           （大阪うつぼＲＣ）  
 
会長の時間                   （三浦会長）   
    「ＣＡＰ（子供への暴力防止）」 
 目下、子供の安全への関心が高まる中、子供自身
が自分の心と身体を守って犯罪を抑止する教育プロ
グラムが広まってきている。 
 ＣＡＰ（Child Assault Prevention）がそれで、
地域の大人も関心を持ち自治体も取り入れようとし
ている。さらに近年国内でＧＰＳ（全地球測位シス
テム）で携帯電話からメールで自分の所在を繋げる
方法等行われている。ＣＡＰについては子供自身の 
力を引き出す手法。 約 30 年前米国で開発された。  

 
ＮＯ(イヤ)・ＧＯ（逃げる）・ＴＥＬＬ（話す）の三
つのスキルを使い、自分は大切な存在だと認識する
ことによって自分の身を守ろうとする意思が働くと
の考え方である。 
 寸劇を通じてあらゆる場面を想定し、こんな時に
何が出来るか子供自身の「内なる力」を信じ、育む
ことが肝要と、日本では 2000 年頃から普及し始めた。 

私達も地域の安全について一考の要あり 
 
幹事報告                     （篠﨑幹事） 
◇ 2006～2007年度ロータリー手帳の申込みの回覧、 

申込者はご記入下さい。２／２２(水)迄 
◇ 全国会員名簿は、当分の間発行いたしません。 
 
委員会報告              
親睦活動委員会           （石橋委員） 

家庭（情報）集会のご案内 
日時：3月1日（水）ＰＭ18：30～ 
場所：柿右衛門   会費：10,000円 

出 席 報 告 

例会日       出席    欠席          出席率 

 

2 月 15 日      ３０    １５     66.66％（ 58 名中 13 名免除）  

2 月 01 日      ３８    免除会員出席 6名メークアップ 3名（82.60％） 



 

 

 
 
 

 

卓  話 「ガバナー公式訪問」                

             第2660地区ガバナー    
 
神崎 茂氏 

 
 

 皆さん、今日は。本日
は公式訪問で参加さ
せていただきました。
どうぞよろしくお願
い致します。初めにお
礼申し上げます。当ク 

ラブの熊澤パストガバナーにはいろいろとご指導
頂いております。又、髙橋様が地区のローターアク
ト委員長でご活躍していただいております。そして、
ロータリー財団、米山奨学会にご寄付をいただき、
そして又、多数の方が私のクラブ訪問の為にニコニ
コを入れていただき、感謝申しあげます。 

さらに昨今、世界的規模で災害が起こっており、
パキスタンの地震やポールハリス氏の住んでおら
れた住居を改修する費用（カムリーバンク）にも当
クラブからもご寄付いただき心からお礼申し上げ
ます。 
公式訪問の一番の目的は、ＲＩ会長のメッセージ

を届けるのが目的です。本年度は水保全、識字率の
問題をステンハマー氏は、提唱されております。 

識字率の問題では、字を読めない人、書けない人
が、世界で約 10 億人いる。とステンハマー氏は、
言われております。 
 “意義のある奉仕活動は継続しましょう” 
地区の方針と致しましてクラブの充実、魅力ある

クラブ作り、クラブは楽しい所で喜んで出席する。
当クラブは名門クラブとしては出席率が若干悪い
ようです。 
どうぞ皆様出席して下さい。今だに 100％出席と言
っているクラブが、10 幾つあります。 
やはり、出席率に準じて諸活動も良いと私は言え

ると思います。 
ロータリーは“倶楽部”で共に楽しむ所、これは

倶楽部の本質だと思います。戦前は殆ど漢字の倶楽
部を使っていたようです。 
そして、職業奉仕を考えて欲しい。さてロータリ

ーを理解するには 4 つのキーワードでお話致しま
す。 
まず、1905 年シカゴでポールハリスにより社交

クラブが誕生した。ドナウド・カーターは、「世の
中の為に役に立つことはないのか」、今日で言う社
会奉仕の考え方が生まれた。会員親睦と商売の相互
扶助の目的で、3 つめは福祉に貢献すると、シカゴ
の町に公衆トイレを造る、今日で言う Community 
Service です。それからアーサー・シェルドンが、
1908 年に Service という考えを持ち込んだ。1910
年には 16 クラブに増えたところでペリーは、連合
会を作ったのが今日のＲＩの誕生である。ペリーの
打ち立てた原則は、連合会は、便宜的な緩やかな連
合体でありあくまで、「一つ一つのクラブが主役で
ある」と言う考えを確立しました。1915 年にはロ
ータリアンの数が 12,000 人になりました。 

1927 年にアーチ・クランフは、ロータリー財団
を設立しました。1947 年にポール・ハリスが亡く
なり、それを祈念して 100 万ドル集める予定が 130

万ドル集まり、これを財源にロータリーの拡大に寄
与した。学生に対する奨学金いわゆるロータリー財
団の設立です。 
ロータリーは、正しい職業でなければならない。

会員は平等に会費を負担し、会員間の親睦を図る。
そして会員選考委員会が機能しており、入会者の選
別をしている。同じ目的を持った人達が集まる。ま
た、政治的、宗教的には中立であり、争いごとはク
ラブの中に持ち込まないのが原則でありました。 
職 業 奉 仕 と は “ Vocational  Service ” で

Vocational は天職の意味です。 
それからステンハマー会長のテーマとする超我

の奉仕“Service Above Self”と 
アーサー・シェルドンの提唱しました“He 

profit most who best”は、職業奉仕の基本的
な考え方です。彼は経営学を専攻し、自らビジネス
スクールを経営していた。かれは、サービスの意味
はシカゴの店で繁盛している店の原因は何か調べ
ると、適正な価格・接客が良い・品揃えが良い・公
正な広告・適正な表示・店員も商品知識がある、ア
フターサービスが出来ている。この条件が商店経営
の必須の条件である。これがサービスであると。 
私は製造業の一端でおりますが、顧客のニーズに

合わせて納期の対応、品質の保障、研究開発、そし
て今日一番厳しいのはコストダウンの要求などに
対応することが、職業奉仕だと言われております。 

イギリスの経営学者アダム・スミスは書物「国富
論」を書きました。そこには〔自分の利益の追求が
公の利益に繋がるという主張〕をしている。身近な
所では、近江商人の言い伝えで、“売り良し・買い
良し・世間良し”と言うのがある。双方に利益があ
るからビジネスが成り立つ。職業奉仕は社会奉仕の
延長線上にあると思います。私はロータリーの歴史
を踏まえた二つの大きな考え方であります。親睦と
奉仕がロータリーの最も重要な活動であります。 

職業奉仕と社会奉仕はロータリーの両輪である
と私は申しあげたいと思います。 

ご清聴いただきましてどうも有難うございまし
た。 
 

神崎 茂 ガバナー プロフィール 
生年月日 1932 年（昭和 7年）7月 10 日 
住  所 大阪狭山市西山台 3-8-2 
会社住所 大阪市中央区伏見町 4-4-1 
     日生伏見町ビル内 
会社名  日本コルマー株式会社 
最終学歴 同志社大学神学部卒業 
○職  歴 
1957 年 3 月 日本コルマー株式会社入社 
1989 年 6 月 同社代表取締役社長 
2000 年 6 月 同社代表取締役会長就任現在に至る 
○ ロータリー歴 
1971 年 12 月 八尾ＲＣ入会 
1981 年 7 月 大阪西ＲＣ入会 
1984～85 年 国際奉仕委員長 
1984～85 年 地区幹事 WCS 委員会委員 
1985～86 年 地区代表幹事（中西正二ガバナー年度） 
1986～87 年 地区幹事 
1988～89 年 ロータリー財団委員長 
1990～91 年 幹事 

 

 
本日のニコニコＢＯＸは紙面の都合で次号に 
掲載させていただきます・・・・・編集担当 


