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第 2180 回　2021 年 1 月 7 日例会報告
点　鐘
会長挨拶　中村会長
あけましておめでとうございます。昨年は新型コロ
ナウィルスの流行が発端となり、ロータリーの活動
に大変なご苦労を掛けましたが、皆さんの多大なる
協力を得ることができ、無事に新しい年を迎える事
が出来ました。さらにまだまだ完全なる終息が見え
ない中、日本のみならず世界を取り巻く環境にも大
きな打撃は避けられず、悪化の懸念からさまざまな
影響が及んでいます。難しい環境が、なかなか改善さ
れない状況にあるのは、新潟西ロータリークラブだ
けではありません。
一方で、ワクチンの開発が進むなど、わずかながら明
るい兆しもあります。相場格言では「つまづき」の年
といわれる「丑年」の 2021 年は、子年の繁栄を土台
に先を急がず一歩一歩着実に物事を進めることが大
切な年にしようという気配も感じられます。新潟西
ロータリークラブもこれまでの「希望に満ちた行動
が未来を拓 ( ひら ) く」という基本理念を再認識して
着実に物事をすすめ、将来を展望して新たな活動拡
大へ邁進してまいります。牛歩ではあるが、地に足を
つけたゆまず進み続ける。この新しい年が、より佳き
年になるよう心より祈念致しまして、私からの年頭
の挨拶とさせて頂きます。皆さん、今年もよろしくお
願いします。

ビジター紹介　中郡親睦委員
木村廉平君（新潟万代 RC）
ビジターへの謝辞　中村会長
誕生・結婚記念日お祝い品の贈呈　小林親睦委員
1 月お誕生日お祝い

  6 日　加地正樹君
17 日　小林千鶴君
1 月結婚記念日お祝い
23 日　加地正樹君
親睦活動委員会　中山委員長
1 月 14 日新年会は延期となりました。
ロータリー財団委員会　谷合委員
野田誠記君、大澤　力君からそれぞれ＄100 いただ
きました。
米山奨学委員会　姉崎委員長
野田誠記君から 1 万円いただきました。
ニコニコボックス紹介　諏佐委員
中山雄二君　明けましておめでとうございます。本
年もよろしく御願い致します。
片野　勉君　新年明けましておめでとうございま
す。本年もよろしくお願いいたします。
大野康則君　明けましておめでとうございます。本
年もよろしくお願い申し上げます。
馬場伸行君　本年も宜しくお願いします。
吉村鳳一君　本年も宜しくお願いします。来年の今
頃はコロナウイルスが無くなっているといいです。
田村　修君　皆さん、新年あけましておめでとうご
ざいます。中村会長、今野幹事へ折り返しもよろしく
お願いします。
野田誠記君　明けましておめでとうございます。本
年もよろしくお願いします。
森田雅巳君　皆様本年もよろしくお願いします。
大澤　力君　今年もよろしくお願いします。
小林千鶴君　明けましておめでとうございます。今
年もよろしくお願いします。おたんじょ日のお祝い
をありがとうございます。
高木豊隆君　明けましておめでとうございます。今
年もよろしくお願いします。
中郡正和君　中村会長、今野幹事、そして皆様、今年
もよろしくお願いします。
青池秀夫君　あけましてお目出度うございます。今
年が皆様共々良き年となります様。そして会長・幹
事「あと」半年です。よろしくお願い致します。
谷合伸郷君　おめでとうございます。本年もよろし

本日の例会案内（1 月 28 日）
卓話
　「障がいのある人もないひとも
　　　　　　　　ともに生きる新潟づくり」
　　　　　　まちごと美術館　肥田野　正明氏



くお願い致します。
柳原大樹君　あけましておめでとうございます。本
年も宜しくお願いします。Let's try! ←ちゃんと読
んでください。
草野隆太君　あけましておめでとうございます。

ニコニコ BOX 総計 230,000 円

幹事報告　今野幹事
・1 月ロータリーレートは 104 円です。
・次週 1 月 14 日新年夜例会は延期。昼の例会もござ
　いません。
・そらいろ子ども食堂さんからの年賀状の紹介

卓話
　会員スピーチ『ロータリーと私。ビジネスに
　　生かすクラブライフとは』　　　馬場　伸行君

第 2180 回　2021 年 1 月 7 日例会報告

1/7
会員数 出席者数 欠席者数 出席率
38（36）名 27名 9名 75.00％

12/17
メークアップを
含む出席者

メークアップ後
欠席者数

メークアップ後
出席率 月出席率

31名 6名 83.78％

第 2181 回　2021 年 1 月 21 日例会報告
点　鐘
会長挨拶　中村会長
1 月のロータリー月間テーマは職業奉仕月間です。
今一度、ロータリーの目的についてお話しいたします。
ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎として奉
仕の理念を奨励し、これを育むことにあります。具体
的には、次の各項を奨励することにあります。
1．知り合いを広めることによって奉仕の機会とする
　こと；
2．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；
3．ロータリアンー人一人が、個人として、また事業お
　よび社会生活において、日々、奉仕の理念を実践す
　ること；
4．奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネット
　ワークを通じて、国際理解、親善、平和を推進する
　こと。です。
そこで、｢職業奉仕｣という概念については、「ロータ
リーの目的」は、ロータリーの存在目的とロータリア
ンの責務について記した哲学的な声明です。職業奉
仕は、「目的」の第 2 項を土台としており、この項で、
ロータリアンは次のことを奨励し、育むことが求め
られています。
・職業上の高い倫理基準
・役立つ仕事はすべて価値あるものという認識
・社会に奉仕する機会としてロータリアン各自の職
　業を高潔なものとすること
職業奉仕はどのように実践できるでしょうか。以下
にいくつかの方法をご紹介します。
・例会で、各会員が自分の職業について話し、互いの

　職業について学び合う
・地域社会での奉仕プロジェクトで職業スキルを生
　かす
・高潔さを重んじて仕事に取り組み、言動を通じて模
　範を示すことで倫理的な行動を周囲に促す
・若者のキャリア目標を支援する
・専門能力の開発を奨励し、指導する
　等があげられます。

「ロータリアンの行動規範」は、「四つのテスト」と並
び、すべてのロータリアンが事業や専門職において
指針とできる、倫理的行動の枠組みとなるものです。
ロータリーの職業奉仕では、地域社会のニーズに取
り組み、支援を必要とする人たちが自らの力で生活
を立てていけるよう支援するために、職業の知識と
スキルを活用することが求められます。
ロータリアンの行動規範
ロータリアンとして、私は以下のように行動する。
1. 個人として、また事業において、高潔さと高い倫理
　基準をもって行動する。
2. 取引のすべてにおいて公正に努め、相手とその職
　業に対して尊重の念をもって接する。
3. 自分の職業スキルを生かして、若い人びとを導き、
　 特別なニーズを抱える人びとを助け、地域社会や
　世界中の人びとの生活の質を高める。
4. ロータリーやほかのロータリアンの評判を落とす
　ような言動は避ける。
みなさんで、職業奉仕を実践しましょう。

公共イメージ向上委員会　斎藤委員長
ロータリーの友　1 月号紹介（毎月第二例会）
ロータリー財団委員会　谷合委員
大澤　力君から＄1,000 いただきました。
米山奨学委員会　今野幹事
片野　勉君から 1 万円いただきました。
昨年度国際奉仕委員会　馬場委員長
ペットボトルキャップ回収
2 月第 1 例会にお持ち下さい。

ニコニコ BOX 総計 230,000 円

幹事報告　今野幹事
・ガバナー月信 HP にアップされました。
・ガバナーレターを各テーブルに配布しました。
　ご覧ください。
・本日例会終了後に臨時理事役会を開催します。
　理事メンバーの方はこのままお残り下さい。

卓話
　会員スピーチ『新型コロナウイルス感染症
　（COVID-19）について』　　　　　大野　康則君

第 2181 回　2021 年 1 月 21 日例会報告

1/21
会員数 出席者数 欠席者数 出席率
38（36）名 24名 12名 66.67％

12/24
メークアップを
含む出席者

メークアップ後
欠席者数

メークアップ後
出席率 月出席率

32名 5名 86.49％


