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第 2674回例会

≪本日のお祝い≫

お誕生日

7月 11日  細川俊彦君

7月 16日  肥田隆輔君

≪司 会》  相原雄治君

≪合 唱≫  「我等の生業」

《BGM≫  「驚異のラテン・サウン ド」

≪来賓≫   なし

≪ビジター≫ 内田 英男君 (静岡北 RC)
小野田 貴君 (静岡北RC)

分自身を律 し、事業を行なうと書かれています。

そのうえで、この職業奉仕の責務 とは、①ロータリー

クラブと②クラブ会員両方の責務であると述べられて

います。これを受けて②たとえばクラブ会員は、ロー

タリーの理念に従つて自分 自身を律 し、事業を行なう

責務を有するとされています。また①クラブにおいて

は、クラブのプロジェク トなどを具体的に行な うべき

とされています。たとえば、当クラブで行なっている

職場見学などの活動は、他の職業への理解を通 じて

クラブにおける職業奉仕に資するものであると理解 さ

れています。

伊集院静が、仕事についてエッセイの中で書いてい

るいくつかの言葉があります。それを最後にご紹介 し

ます。

① 真の仕事とい うものは、懸命に働 くことで、自

分以外の誰かがゆたかになることだ。汗した手

は、幸福を運んでいるのだ。

② その仕事は卑 しくないか。その仕事は利己のみ

にならないか。その仕事はより多くの人をゆた

かにできるか。その仕事はともに生きるために

あるか。

③ 働 くうえで、生きるうえで大切なものは何か。

それは姿勢である。それは、ゆるぎない 「誇 り

と品格を持つ」ことだ。
ロータリーにおける職業奉仕の理念は、クラブ会員

の視点からみる職業奉仕の責務 とい う点では、具体的

には、伊集院静のこのような言葉に表現されているの

ではないか と感 じました。すなわち、個々の会員が

自分の仕事 と向き合い、懸命に働 くことが職業奉仕の

責務を尽 くすことに繋がるのだと思います。誇 りと品

格を持って仕事に向かい、それが社会に奉仕すること

に繋がつてゆくことだ と思つています。そのことが

RI会長のい う「ロータリーに輝きを」に繋がつてゆ

くのでしょう。

≪新入会員入会式≫

東海旅客鉄道lalの 河原崎 宏之君が新たに入会され

入会式を行いました。

結婚記念日

該当なし。

ロータ リーにおける奉仕活動

は、他の単なる奉仕団体の奉仕活

動 とどのように異なるのか、ロー

タリーにおける職業奉仕 とは何か

について考えてみました。

2013年 手続要覧 61頁 によれば

ロータリーの目的は、「意義ある職

業人精神 と事業の基礎 としての奉

仕の理念を奨励 し、これを育むことにある」と述べら

れています。そして、具体的には、 4つの項 目が挙げ

られ、その中で職業に関しては、「職業上の高い倫理基

準を保ち、役立つ仕事はすべ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」と述べています。

そして、職業奉仕について以下のとお り定義づけら

れています。職業奉仕は、「事業及び専門職務の道徳的

水準を高め、品位ある業務はすべて尊重されるべきで

あるとぃ う認識を深め、あらゆる職業に携わる中で奉

仕の理念を実践 してい くとい う目的を持つものであ

る。」そして、各会員は、ロータリーの理念に従つて自

鸞
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《会長挨拶要旨》



≪委員長・ り〒ダー計画発表》

クラブ広報委員会

委員長 望月康弘君
ロータリーとは何か、 1分以内に説明が終わるよう

に、みんなで準備をしておきたいと思います。

広報グループリーダー 古橋剛俊君

各委員会の活動内容について、新聞、放送各局など
への情報提供を行い、テレビ放映等の実現を図 ります。

クラブ会報グループリーダー 鈴木寿人君

例会にて報告・実施 した内容を整理 し、記録に残 し

会員の情報源になるよう工夫 します。
ロータリー情報グループ リーダー   高柳正雄君

新会員の入会時にオ リエンテーションを行 うととも

に、入会後、既会員 との融和に協力 します。

IT推進グループリーダー 長島秀親君

ホームページの内容強化を実施 します。

雑誌グループ リーダー        足羽諸治君

読解は強制できませんが 「ロータリーの友」に親 し

んでもらうために努めます。

クラブ運営管理委員会

委員長               曽根正弘君

当ロータリークラブを楽しく、役に立ち、交流が深

まる運営につとめてまい ります。

クラブ奉仕グループリーダー     佐橋 徹君

クラブ奉仕グループのクラブフォーラムは来年 5月

7日 に予定しています。

出席グループ リーダー        新間桂子君

年間平均出席率 90%以上、欠席の事前連絡、欠席者

のメイクアップはそれぞれ 100%を 目指 します。

親睦活動グループリーダー 大角晋朗君

会員ならびに家族、そして今年からは会員各社の社

員の方々との親睦を図つてまい ります。

プログラムグループリーダー     松下陸朗君

会員の例会出席意欲を高めるような充実した楽 しい

プログラム設定を目指 します。
スマイルグループリーダー      丹羽 亨君

笑顔で受付を行い、何かにつけスマイルできるよう

にPRします。
ソンググループリーダー 柴田啓之助君

新入会員や壇上で話す機会の少ない方、ゲス トまた

はビジターにもタクトを振つてもらいます。
SAAグループリーダー 佐野哲一君

BGMに は会場の雰囲気盛上げや、会員の気分を高

揚させたり季節感を出すための選曲を行います。
ロータリー財団・米山委員会

ロータリー財団グループリーダー   神野一成君

当クラブは年間目標の一人 100ドルの寄付を会費に

上乗せ して頂いておることを報告させて頂きます。

米山グループリーダー 肥田隆輔君

米山奨学生 。学友の卓話等を通 じ、ロータリー米山

記念奨学会への理解 と協力を深めます。

≪スマイル報告≫

肥田 隆輔君    7月 16日 誕生 日お花ありがとうござ

います。丹羽会員の日経新聞読みました。
望月 康弘君   今年度のクラブ広報委員会を担当させて

足羽 砧治君

佐野 哲一君

大角 晋朗君

新間 桂子君

り|1口  尚宜君

久野 義彦君

細りII 俊彦君

古橋 岡J俊君

村松 重治君

丹羽 亨君

頂きます。よろしくお願い致 します。

6月 30日 京都の貴船神社で人形 (ひ とが

た)に汚れを移 し科茅の輪を 3回 くぐる

夏越の大祓 (な ごしのおおはらえ)を し

ました。初めての経験かも。

高輪・泉岳寺に参詣 しました。義士そ

れぞれの俗名を改名が刻まれた墓石をめ

ぐり思いがけず長時間となりました。線

香の煙の絶えることない寺院ですが、 日

本人の参詣が意外 と少なく、外国人がガ

イ ド片手に熱心に参詣 しているのに驚き

ました。世の変遷を感 じます。

松坂屋で買い物をしようと思いました

が、止めてスマイルに回します。 リーダ

ー丹羽さんにとつてはどちらが良かつた

でしょっ。

今期、親睦 リーダーをおおせつか りま

した、これからの 1年間よろしくお願い

します、スマイル します。

今期、出席グループリーダーを務めさせ

ていただきます。皆様の出席 と、メイクア

ップをお願いのスマイルをさせていただき

ます。

久しぶ りに、米山奨学生の文ちゃんから

メールがありました。文ちゃんが商品開発

した商品が、大阪 USJな どで売られている

そうです。

静岡で買えるのは、ファミリーマー トの

「のむヨーグル トいちご」です。見かけた

ら買つてみてください。

本年度、副幹事 とい う大役をおおせつ

かることになりました。何分不慣れで皆

様にご迷惑をおかけしますが、一年間よ

ろしくお願い致 します

」Rの新規メンバー (河原崎静岡支社長 )

を迎え、従来以上に会員相互の親密な交

流を期待 します。

誕生 日のプレゼン トありがとうござい

ました。

広報 リーダーを努めさせていただきま

す。広報は各委員会の協力が必要です。よ

ろしくお願い致します。

先週金曜 7月 4日  当社主催で DeNA

VS 阪神戦が無事終了しました。週の頭

の予報では雨で、当日もだいぶ心配 させ

られましたが、当日券も 2,000枚 ほど売

れ、大入袋も出せました。チケッ トを購

入いただいた方へのお礼も込め、スマイ

ル します。(それにしても阪神ファンには

驚きました)

商況は厳 しいとのコメン トを日経に掲

載させていただきました。

≪出席報告》
会員数 出席 欠 席 MU 完全欠席 確定出席率

6/26 81 63%
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