
第 2844回例会

≪司 会≫  川崎 依子 君

≪合 唱≫  「それでこそロータリー」

≪BGM≫  アンドレコギャニオン作品集 4
ノクターンが聴こえる ほか

≪ゲス ト≫  なし

≪ビジター≫ なし

≪本日のお祝い≫

お誕生 日

2月 22日 佐橋 徹  君

2月 24日 鈴木 広士 君

≪会長挨拶要 旨≫

結婚記念 日

なし

高 田 雅 司 会長

皆 さん、こんにちは。
2017-2018年 度も

残す ところあと4ヶ

月半となりました。第

ニコーナーに入ろう

かとするところでし

ょうか。今 日は上期を

過ぎ、中間会計報告も

ございます。皆様の御

協力により、計画の行

事等も予定通 り実行

され順調に進んでま

い りましたが、この後

クラブとしての主だ

った事業が日白押 し

です。

今月は 23日 の金曜 日に市内 7ク ラブの合同例会が、
3月 は 1日 のワインの会 (すみません、理事長を務めま

す業界組合のイタリア研修旅行で参加できません)11
日の日曜 日に IM、 24日 の土曜 日は重なってしまいまし

たが、恒例の社会奉仕活動 :浅畑川清掃 と富士吉田市に

おいて PETSが開催 されます。

平成 29年 2月 15日  天候 晴

4月 になります と5日 の観桜会、14日 土曜 日の地区協

議会が甲府にて開催 され、19日 はこれも恒例の例会後の

南部特別支援学校を訪問しての子供たちとの植樹活動

があります。 5月 は分区の坂本ガバナー補佐の訪間、そ

して 6月 28日 の年度最終夜間例会を終え、次年度 :杉 田

年度にバ トンを渡すことにな ります。

下期は、様々な地区、分区の活動に加え、クラブでの

二人奉仕活動と盛 りだくさんの事業、企画がございます。

こういつた事業への積極的な参加 と共に、スター ト時

に柱 としての目標であつた会員の増強について、皆様か

らの情報提供もよろしくお願いします。期末には、期首

での会員数 53を上回る会員数にて杉田年度に引継ぎを

したいと思います。

以上、下期の計画と目標達成のお願いを申し上げま

した。 よろしくお願いします。

≪中間会計報告 ≫

会計の大村幸代君より、中間決算報告書に基づき、

平成 29年 7月 1日 から平成 29年 12月 31日 までの中

間会計報告が行われました。
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≪クラブフオーラム (職業奉仕)≫

森下 登志美 君

先月 1月 27 日第

2620地 区職業奉仕セ

ミナーが開催 され参加

してきました。

今 日は職 業奉仕 セ

ミナーで話 された内容

をお話するとともに、

皆さんで今後の職業奉

仕で取組が期待 される

行動とは ?について議

論をお願いしたいと思

います。

<職業奉仕セ ミナーの内容 >
日本のロータ リー 100周年委員会 ビジ ョン策定特別

委員会委員長の本 田様 と同委員の志田様か らお話 をい

ただきま した。以下が主な点です。

・職業奉仕 は他の奉仕部門の上位概念、ロー タリー理

念の根底 とい う日本のロータ リーの伝統的職業奉仕観

と五大奉仕部門の一つであるとい う世界のロータリー

の認識 との違いが存在。
。職業 を通 じて奉仕す るのがロータリーであるとい う

日本のロータ リーの認識 と、 自分の職業上のスキル を

活か した奉仕活動 をすすめる世界のロータ リー との違

い。
。仕事をして公平性 と倫理を高めるのが職業奉仕 (伝統

的理解)と い う認識から、会員企業 とロータリーが協力

して活動するようにしていこう。
。地区内 79ク ラブに対 して具体的な職業奉仕活動に関

するアンケー トを実施 したところ、職場見学会、職場

卓話、四つのテス ト唱和、表彰・寄付・支援 といった

ところが実施クラブ数、今後の活動希望クラブ数 とも

に多かった。

<RI職業奉仕入門から>
セ ミナー後、RIの職業奉仕入門を見てみると、以下

のことが掲載されていました。
・職業奉仕への取 り組みとして高い倫理基準の実践を

推進 してきた。その中で生まれたのが「四つのテス ト」

と「ロータリアンの職業宣言」である。
・職業奉仕プロジェク トの機会 としては、高い倫理基

準を重視する考え方を広める、専門的職業能力の養成

を支援する、職業をボランティア活動に生かすなどが

ある。

<今後の職業奉仕で取組が期待 され る活動 とは ?>
各テーブルでの議論の中で以下のような項 目が意見

として話 されま したG

。高潔性のある倫理観 を通 して仕事をす るのが職業奉

仕の根幹。
。職業奉仕 と社会奉仕の垣根がなくな り、活動が どの

奉仕にあたるかがボーダー レスになってきた。
。高校や 中学の総合学習で会員が話を した り、伝統工

芸の職人 さんを表彰す るな どの活動は行ってきている。

・各会員の企業は公園の清掃やカーブ ミラーの清掃な

どお こなつているが、あえて職業奉仕 とは言つていな

い。
。職業奉仕活動 をしていることを自ら情報発信す るこ

とは美徳 とされてこなかった。む しろ広報 して世間に

知 らしめる方がいい とい う理解 になつたのでは ?
。四つのテス トを職場や私生活の行動指針 とす ること

について、現在の社会ではこれができなければ社会か

らスピンア ウ トして しま う。 フー ドロスの削減な ど自

社の存続のみでな く、社会全体に良いことができない

か とい う意識 になつてきた。
。活動内容 として、清掃や支援学校訪問な どはわか り

やす くてよい。子育て支援 な どの情報発信や場の設定

な どを していった らよいのではないか ?

≪スマイル報告≫

佐橋 徹  君   お誕生 日のお祝いをあ りが とうご

ざいます。大分年 を取 りま したが、

身体はまだ使 えそ うです ので、 も う

少 し頑張つてみます。

佐野 哲一 君   前 会 、入 口で 中島会 員 か ら突 然

「いい ことあったねJと 肩 を叩かれ

この人何 を言い出す のか と首を傾 げ

なが ら、幹事報告書を何気な く眺め

てみて 「忘れてた、此の事かJと 人

生の鮮度が落 ちた ことを 自覚 した次

第です3中 島会員の役務努力分、一

枚余分 に入れてお きます。結婚記念

日のスマイル として。

≪出席報告≫

会員数 出席 欠席 MU 完全欠席 確定出席率

52(50) 9

52(50)

52(50) 7 5 90 00%

(会 報作成 新井 健一 )
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