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良き出会いを大切に！
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言行はこれに照らしてから
1. 真実かどうか
2. みんなに公平か
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

Rotary International
国際ロータリー会長

ジョン F. ジャーム

●創
立：１９７３年２月２３日
●会
長：中澤
剛
●幹
事：高橋 広一
●会報委員長：上山 惣太

ニコニコ箱
第 2119 回例会

●西野様、本日はよろしくお願いいたします。

① 開会 点鐘

中澤 剛会員

② ソング ｢奉仕の理想」

●西野あすかさんの卓話を楽しみにしています。

③ ビジターの紹介

品川 芳洋会員

④ 会務報告

●2 人目の曾孫が無事生まれました。男の子でした。

｢会長の時間｣「幹事報告」

西野あすかさん、ようこそおいでいただきました。

⑤ 委員会報告
｢出席報告｣「各委員会」「ニコニコ報告」
⑥ 第 4 回クラブ協議会

よろしくお願い致します。

●西野様、卓話ありがとうございます。
鈴木 洋会員

・協議会 13：00～14：00 予定
（＊閉会
⑦ 閉会

点鐘

奥田 長二会員

13：30 に行う）

●マル秘話、興味深く聞かせていただきます。
池本 繁喜会員

点鐘
●今回合計

第 2120 回例会

4,000 円

1 月 27 日（金）
●累

☆卓話なし

計 393,010 円

☆第 4 回クラブフォーラム

会長の時間

職業奉仕委員会部門
大松 桂右職業奉仕委員長
☆皆出席祝

1年

本日は、ガバナー月信のトピックスをお伝えさせて

辻田 摂会員

いただきます。
・ガバナーメッセージから
2017 年 1 月 13 日（金）
出席報告

今月は、職業奉仕月間という事でそれに触れられ

例会数

会員数

出席数

出席率

第 2118 回

28 名

19 名

82.6％

第 2116 回

29 名

19 名

82.6％

備 考
出席義務免除
6 名（出 1）
補
填
0名

ております。
私もまだまだ「職業奉仕」という言葉をよく理解
できていないのですが、ガバナーのメッセージで簡
単に説明いただいています。職業奉仕は、英語では

★例会場：㈱西武百貨店八尾店8階バンケットルーム ℡:072(997)0111 内線5580 ★例会日時：毎週金曜日12時30分
★事務所：〒581-0803 大阪府八尾市光町2丁目60番 西武百貨店内 ℡:072(997)0626 Fax:072(997)2620
★http://www.yaohigashi.org/ E-mail:yaohigashi@japan.email.ne.jp

vocational service で 、 vocation と い う 言 葉 は

えています。

voice、即ち「神の声」から由来しているようで、直
訳すると「神の御声に身を捧げる」ということにな

・ガバナー杯野球大会の報告

ります。よって、我々は一般的な倫理基準ではなく、

当クラブがホストで開催したガバナー杯軟式

より高き認識をもって活動すべきで、我々が従事す

野球大会の報告が、堀内会員に記事で記載されて

る職業奉仕の更にその先の意味を常に考慮すること

います。

が肝要であると述べられています。

幹事報告

ロータリーは他者の思いやりが奉仕の基盤であり、
職業奉仕こそロータリーの挑戦であり、この職業奉
仕という考え方は他団体にない、我々特有のもので
あり、ロータリーの金看板と言われています。よっ

①次週 1/20（金）は第 4 回クラブ協議会が開催
されますので、皆様、出席をお願いいたします。

て、ロータリーのロータリーたる所以は、この職業
奉仕という概念が存在すると言われる程、重要な観
念との事です。また、我々のように「職業を通じて

「国会議員㊙書

の奉仕」 Service Through Business という理念の
元、活動している団体は、他には見受けられないと

マル秘話
～秘書日記

の事です。
また、職業奉仕の重要性は「職業上の高い倫理観

メールマガジンより～」
元外務大臣

中山太郎秘書

西野 あすか氏

を保ち、役立つ仕事は全て価値あるものと認識し、
社会に奉仕する機会としてロータリアン各自の職業
を高潔なものにすること」とロータリーの目的に記
されています。

多くの非常に貴重なショット写真とともに、 多
岐に渡る秘書の業務内容として、下記のご紹介が
ございました。

さらにジョン・ジャームRI会長は、「最も大切な
中核的価値観は『高潔性』” integrity” です。高
潔性がなければ何もないのと同じです」とおっしゃ
っているとの事です。
高い職業倫理感をもった高潔な人格がロータリア
ンには求められ、ロータリアンは、自らの職業を通
じて社会のニーズを満たし、自己の職業に品位と道
徳水準を高め、自らを取り巻く人達の模範となり、

【国会会期中】
・議員会館で待機、来客対応
・議員のお抱え運転手や議員の移動のサポート
・各種議員連盟に関するイベントや勉強会の運営
・地元の支援者の国会議事堂への案内
・後援会・座談会のアテンダントや、議員の代理
出席

道徳的能力の向上に努めるべきだとされているとの
事です。

【選挙期間中】
・選挙区内での後援会への挨拶まわり

・職業奉仕委員長からのメッセージ
我々がこの言葉の理解に苦しんでいるように委員
長のクラブ入会当時に同じような疑問を持たれて、
今に至っている状況が記載されています。
徐々にでも理解していければ良いのではないかと考

・候補者への為書き（祝・当選などの習字で書か
れた紙）作成・送付
・講演サポート
・ポスター作成・配布
・各種座談会・後援会のセッティング

また、「議員の寝言チェック」という少し変わっ

田キヨ氏で、初代女性国会議員の市川房枝氏と同期

た大切な業務があり、新幹線等の移動中に、中山

でいらっしゃいます。

先生が寝言で失言しないかチェックしていたそ

西野氏のご講演は、当時お世話になった先生方の大

うです。

半が引退されたことをきっかけにスタートされ、ラ

今回のご講演では、スペイン・サウジアラビア・

ジオやロータリーでもご講演なさっているそうで

ドバイ・イラン等、外遊先でのオフショットや、

す。元外務大臣秘書の業務内容や裏話等、盛りだく

地元・党本部・官邸内部等、国会内部の写真まで、 さんの内容で大変参考になりました。
多数のご紹介があり、なかなか見ることができな
い貴重な写真を拝見することができました。

秘書の仕事の良い点としんどい点のご紹介があ
り、良い点では、議員の傍で働くからこそ得られ
る利点を挙げられていました。
【良い点】
・有名人と直に接することができる
・日本の中心で物事が決まっている様子を身近に
体感できる
・いつ頃選挙になるか情勢を読めるようになる
・議員と同行すると普段入れないようなところに
入れる
・テレビや新聞では分からない政治の裏側がわか
る
【しんどい点】
・予定が当日まで立てられない
・クレーム電話の対応
・休暇がとれない

マル秘話では、党首選挙の開票作業にあたられた
際の裏話や、イラン入国時のビザ取得の裏話、差
し支えない範囲では中山太郎元議員と小泉純一
郎元首相が同じ理容店に通われていたことや、福
田康夫元首相は歩くのが早くＳＰも付いていけ
ない程だったといった面白いお話がありました。

西野氏は、中山先生が秘書を募集されていること
を知り応募したところ、中山先生の母と西野氏の
曾祖母が同じ時代の国会議員であった奇遇なご
縁から採用が決まりました。西野氏の曾祖母は武
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