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＜点     鐘＞ 

＜ソ  ン  グ＞  国家斉唱 

奉仕の理想 

 

＜握手タイム＞ 

 

＜会 長 挨 拶＞  
 皆様こんにちは。 
 今日は１０月第１例会です。今月もよろしくお願い
します。今日は白根ＲＣより室賀信宏さんと海津正男
さんがビジターでいらしてくれました。 
室賀さんには２０１０～１２年度地区の財団（ＧＳ

Ｅ）委員時代に大変お世話になりました。いつもあち
こち諸外国を飛び回っている。まさにあこがれの国際
派の方です。そして、海津さんは２０１３～１４年度
地区の社会奉仕委員時代にこれまた大変お世話になっ
た方で、昼間はまじめに、夜はプロの歌手で、こちら
もあこがれるロータリアンです。先日のＩＭで話をし
た時に「本当に会長なのか確かめに行く」と言って今
日来てくれました(笑)。後程少しずつお話していただ
きますので、よろしくお願いします。 
先日同好会活動として発足したＡＧＣ（秋葉ゴルフ

クラブ）の初コンペが１０月２日(木)に行われ、私も
バンカーに苦しめられましたが、それぞれに楽しい１
日となったのではないでしょうか。 
また、入会予定の井浦さんも参加してロータリーに

片足を踏み入れたので、もう逃げられないかな……
…？と思います。 
ゴルフに限らずいろいろな同好会を作って、クラブ

の結束をはかり、かつ、それを活かして会員増強に結
び付けられたらいいですね。そして、１０月は職業奉
仕月間です。職業奉仕委員会の目黒委員長より今月は
「四つのテスト」の歌をうたうとの事でしたので、こ
の後皆様一緒に歌いましょう。そして、今日の例会担
当は会長・幹事なので後程少しだけ職業奉仕の話をし
て、その後、会員増強委員長今井重朗君、米山奨学委
員長山田道夫君にお話をしていただきます。 
それでは『四つのテスト』を歌いましょう！ 
今日もよろしくお願いします。 

  
職業奉仕委員長目黒正文君のソングリーダーで「四つ
のテスト」を唱和！！ 
 

＜ゲ ス ト＞   
 いらっしゃいません。 
 
＜ビ ジ タ ー＞   
 白根ＲＣ 室賀 信宏君 
白根ＲＣ 海津 正男君 

  
＜卓  上  花＞  
花   名／ ダリア 
品 種 名／ ダリア キク科 
原 産 地／ メキシコ 
生 産 地／ 胎内市  
花  言  葉／ 黒   移り気 不安定 

ピンク 純愛  
オレンジ黄はムーンワルツ 

 原種のダリアは栽培されていません。花の大小か 
ら花形花色まで品種分化が最も進んだ植物で、その 
品種の数は３万を超えるといわれます。 

 
＜会員誕生祝い＞ 
  どなたもいらっしゃいません。 
 
＜パートナー誕生祝い＞ 
  小林 幸平君  奥様 朝 子様（１０／２９） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜結婚記念日＞ 
  阿部 正機君  奥様 圭 子様（１０／２） 
  関口 克征君  奥様 一 枝様（１０／６） 
  押味 弘一君  奥様 加代子様（１０／９） 

青柳 敏明君  奥様 恵 子様（１０／１９） 
  今井 重朗君  奥様 つね子様（１０／１９） 
  草野 満君   奥様 文 江様（１０／２３） 
  山田 道夫君  奥様 弘 子様（１０／２８） 
  赤井田幸一君  奥様 茂 子様（１０／３１） 
 
＜お 食 事＞ 
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2014～2015 年度 国際ロータリークラブ第 2560 地区ガバナー 佐々木昌敏（小千谷 RC） 

                テーマ  「ロータリーはあなた自身から」 



＜出席報告＞ 
前回の訂正  欠席者８名中２名メイクアップ 

のため７８.５８％に訂正 
   本日の出席  会員２７名中２１名出席で 

７７.７８％ 
 
＜幹事報告＞ 
１．ＲＩ第２５６０地区第３分区ガバナー補佐 

木村晃様、ＩＭ実行委員長今井常裕様、 
村松ＲＣ会長 より第３分区ＩＭ開催ご協力の

御礼が届いております。 
 

２．ＲＩ第２５６０地区ガバナー佐々木昌敏様、地
区大会実行委員長星野徹也様から「地区大会表彰
登壇のお願い」文章が届いております。 

    日    時：２０１４年１０月２６日(日） 
             ９：３０～１６：５０ 
    場    所：小千谷総合体育館 
    表彰の時間帯：１１：２５～１１：５５ 
    表彰の内容  １．第３分区元気化表彰   
  
３．月信に掲載する「二十歳を迎えた花街道について」

という素晴らしい原稿を遠山悦男君から頂きまし
た。遠山さん有難うございました。 

 

＜委員会報告＞ 

  ・委員会報告ではありませんが、今月９日に開催 

される地区大会記念ゴルフコンペは組ごとにケ 

ンカしないで乗合せて参加してください。 

（青柳 敏明君） 

  ・ＡＧＣゴルフクラブの次回コンペは新発田城カ 

ントリークラブで１１月１０日に開催します。 

             （青柳 敏明君） 

  ・新津法人会から秋の日帰り旅行、講演会の案内 

   です。          （春日 忠夫君） 

  ・２０１５～２０１６年度ライラ研修開催にあた

り、委員の発表と第１回実行委員会開催の案内

です。    （小川信正ライラ実行委員長） 

川名地区委員 

委員：渡邊嘉子会長、草野満幹事、土田裕君、 

目黒正文君、望月治君、石黒正路君、 

青柳敏明君、風間啓一郎君、関口克征君、 

保坂勝志君、山田道夫会長エレクト 

以上 11名 

開 催 日：平成２６年１０月１４日（火） 

時  間：午後６：３０～  

協議事項：開催日時、テーマ等 

 

＜プログラム＞ 

 ◇担当：会長・幹事 

  ・渡邊嘉子会長から職業奉仕月間・米山奨学月間 

   にあたり職業奉仕について卓話 

    今日は会長・幹事担当です。職業奉仕月間で 

すので職業奉仕の話を少ししたいと思います。 

   ロータリーには４大奉仕がありますが、国際奉 

  仕や社会奉仕は解り易いのですが職業奉仕はわか 

  らない、わかりにくいと言われます。それは、ロ 

ータリーが米国で生まれたので、英語で言う「ヴ 

ォケーショナル、サービス（vocational service） 

それを日本語訳した「職業奉仕」との言葉の概念 

の差によるものといわれています。 

 例えば、お医者さんが無医村に行って無料診療 

をする。また、弁護士さんが無料の法律相談をす 

る。というのが職業奉仕かといえば、そういうの 

は立派な行為だけれども職業奉仕ではなくて、社 

会奉仕なのだそうです。それでは職業奉仕とはど 

ういうものか、とうことになります。 

ロータリーにサーヴィスの概念を持ち込んだシ 

ェルドンという人がスピーチの中で次のように言 

っています。もしも世界中の靴屋さんが１カ所に 

靴の製造器具とともに集まって、それが突然の天 

災で全部無くなったら靴無しで歩くことになる！ 

 はだしで歩くのはたまりません。その時社会は 

靴屋さんがいかに世の中に役に立っているか、職 

業を通じたサーヴィス（相手のためになる行為） 

をしているかわかるだろうと述べています。 

 また、医療の分野で職業奉仕を考えてみます。 

医療において病人または病む人の立場にたって医 

療をする。これは倫理的に大変望ましい立派なこ 

とであり職業サーヴィスです。この行為は結果と 

して患者さんの信頼を得て多くの患者さんがその 

病院に集まりその病院は繁盛するでしょう。 

また、自動車会社での職業奉仕とはどうでしょ 

う。良い車を、運転しやすい、安全な、ユーザー

のためになる車を、また環境にやさしい車を、作

り適正な価格で販売する。それが職業奉仕だと思

います。例えば救急車等を寄付することは、それ

は立派な行為ですが職業奉仕ではなくて社会奉仕

に入るでしょう。 

 先程歌った「四つのテスト」①真実かどうか② 

みんなに幸平か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、この４つがロータリーの 

職業奉仕を具体的に表しています。 

 職業奉仕はロータリアン全員が自分の天職を通 

じてできる行為であり、天職を通じて人のために 

なる行為であり、４つのテストに具体的に表わさ 

れています。又あくまで倫理的な行為ですが結果 

として、長い目でみれば大きな利益につながると 

いうことです。 

 天職は天から与えられた神様から与えられた世 

の中のためになる職業ですがギャンブル、売春な 

どを除き、すべての職業が天職であり、世の中の 

ためになる職業です。自分の職業を大事に思い職 

業を通じて世の中に貢献する。それが大切です。 

ロータリーには各界の指導的立場の方が入ってい 

らしゃる。もし、皆さんが本当に職業奉仕に徹す 

るならば世の中は、ずいぶん良くなるのではない 

でしょうか。と「ロータリーの心と原点」という 

本にありました。私も読んで考えて，少しはわか 

ったような気がします。 
 皆様にも少しはお伝えできたでしょうか？ 
 



  ・今井重郎会員増強委員長から４０周年事業にむ 
け４０名の会員増強をしようという呼びかけが 
行われました。 

 

・山田道夫米山奨学委員長から４日に開催された 

 米山奨学セミナーに参加して現状の奨学金支給 

制度と問題点等について報告。 

  本日配布した「ロータリー米山記念奨学事業 

 豆辞典」是非破れるまでよく読んで下さいとの 

ことです。 

 

  ・白根ＲＣの室賀さんと海津さんから一言ずつス

ピーチを頂きました。（有難うございました） 

 

ニコニコボックス  

 ◇白根ロータリークラブ室賀信宏さん、海津正男さ 

  んようこそお越し下さいました。 

今日はドタバタでしたがまた、お越し下さい。     

会長 渡邊 嘉子君 

              幹事 草野 満 君 

 ◇結婚記念日のお祝いを頂きありがとうございまし

た。             草野 満 君 

 ◇１０月１日で私が１７才の時父と家具をはじめて

６０年 そして今月は結婚記念ありがとうござい

ました。           今井 重朗君 

 ◇ほとんど後遺症もなく無事に娑婆に復帰しました。

これからは酒を慎みます。ありがとうございまし

た。             春日 忠男君 

 ◇結婚４０年目とのことです。 

  毎年、川名さんより素晴らしいフラワーを届けて

頂いて大変助かっております。今年は４０年目な

ので何か考えなければと思っています。 

赤井田幸一君 

 ◇先週の金・土・日と今年のガス展も無事終了しま

した。初日は雨でしたが、３日間盛況でした。当

クラブの会員の方も見えられました。来年もよろ

しく。             小林 国夫君 

 ◇白根ロータリークラブ室賀さん、海津さん よう

こそ新津中央ＲＣへ歓迎します。 小川 信正君 

 ◇かーちゃんの誕生祝をありがとうございました。 

                  小林 幸平君  

◇きのう川名さんが結婚記念日の花を届けてくれま 

した。２人共忘れていました。家内は、大変喜ん 

でおりました。どうもありがとうございました。 

                関口 克征君 
 
 

 本日の合計 12,000円（累計 165,000 円） 
 
 
 
 

米山ボックス 

 ◇戸籍上一緒になって早３８年経過しました。 

長い様で長かった…………… 

人生８０年、逆算すると………… 

大丈夫だろうか…………?? 

                 山田 道夫君 

 

本日の合計 1,000円  （累計 17,223 円） 

 

 
＜点 鐘＞ 
  本日の例会を終わります。 
 
 
 
 
 


