
                                                                                          

 

本日の例会（第１６７８回）     ３／２３（水） 

《優良消防署員表彰》 

◆卓話紹介会員 職業奉仕委員会 

                委員長  近藤    朗君 

◆スピーカー 名古屋市北消防署 

                署  長  坂野  優様 

◆題    名 平成２７年 名古屋市の救急について 

次回の例会（第１６７９回）     ３／３０（水） 

◆6RC(北・守山・錦・葵・アイリス・名北)合同夜間例会を行います。 

（時間：午後6時00分～   会場：名古屋マリオットアソシアホテル） 

第１６７７回例会記録      ３／１６（水）晴 

◆司    会 梅村 美知容さん 

◆斉    唱 RS・それでこそロータリー 

 

出 席 報 告 

会 員 数  37 名  前々回訂正  1675 回例会 

欠席会員数  13 名  欠 席 会 員  7 名中 

出席会員数  24 名  MAKE UP  4 名 

出 席 率  64.86％  出席率訂正  91.43％ 

 

会  長  挨  拶 

                                   会長 加藤 昌之 

 今朝のニュースで、交通機関の無

い田舎でスマホを使って配車をし、

地域の人が自分の車をタクシーと

して交通の便を埋めているとの情

報がありました。キーワードは「ス

マホ」と「シェアー」です。 

 他にも事例があります。東京の方では「エアビーアンドビー」とい

うところが空き家や空きアパートをウエブサイトでシェアーする仕組

みを作っています。これもキーワードは「Web」と「シェアー」です。 

 昨今、「IoT」と言う言葉がよく聞かれます。これは「《Internet of  

 

Things》あらゆる物がインターネットを通じてつながることによって

実現する新たなサービス、ビジネスモデル、またはそれを可能とする 

要素技術の総称。」これらがよい事例です。 

このように全てのものがインターネットに繋がって行けば、人の手

間やエネルギーをどんどん減らす事が可能となってきます。今後人口

減少に悩んでいる高齢化日本も、もしやこの技術で救われるかもしれ。 

 これが実現できたのは、ネット情報の共有化がほとんどゼロ円で出

来る社会になってきたのが理由です。技術革新で記憶素子が指数関数

的に安くなったためです。今後多様なセンサーもこのように指数関数

的に今後安くなると思われます。 

 エネルギーについても、地域分散で再生可能エネルギーを生み出し

て効率よく配電する仕組みや、多様なセンサーを各所に埋め込みなが

ら制御する事で、エネルギーの最小限化が可能になるし、再生可能な

エネルギーを効率よく使う事で従来の発電に頼らなくてもよくなる時

代がくると思います。 

 このように、文明学者のリフキンは「限界費用ゼロの社会」で、デ

ジタル化が進む事で多様なものの費用が限りなくゼロに近づき、共有

型経済と従来の資本主義市場が平行する時代と言っています。 

 実は、先週１０、１１日に東電の福島第１発電所の前線基地である J

ビレッジに行ってきました。原発の除染や核燃料の処理について副社

長の石崎氏から説明を受けました。かなり東電社員も業者も地域の人

たちもがんばってやっているようですが、あと何十年かかるか全く解

らないとの事です。 

 世界の技術が革新的に進んでいる世の中で、このような原始的な原

子力技術が何処まで必要なのか考えさせられました。ロータリアンと

して「４つのテスト」に照らして考えてみると、この疑問は深まるば

かりです。 

幹 事 報 告 

１．次回例会（3/23 水）は、ＴＫＰガーデンシティ名古屋の都合に

より、会場が１１階「ビルゴ」へ変更となりますので、よろしく

お願い致します。 

ご報告 

・地区国際奉仕委員会 ネパール視察のご報告 

（地区国際奉仕委員会 委員 横田 徳久君） 

2015-16年度 R.I.テーマ 

 

クラブテーマ 
みんなのために！ 
～奉仕と親睦を楽しむ～ 

ロータリークラブ 

W e e k l y  R e p o r t

２０１５～２０１６年度 Ｎｏ．３２  

例会日：毎週水曜日 １２：３０～１３：３０ 創立：昭和５６年３月４日 

例会場：ΛＰΛ HOTEL名古屋錦 中区錦三丁目 15-30 （052）953-5111 

事務局：名古屋市中区錦三丁目 15-30 ΛＰΛ HOTEL名古屋錦 560号室 

   （052）961-2399（直通） （052）953-5111 FAX（052）961-2391 

   E-mail : meihokrc@beach.ocn.ne.jp 

会 長：加藤 昌之 幹 事：足立 陽一郎 会報委員長：杉浦 定文 題 字：遠藤 友彦 



 

 

 

 

 

 

ガバナーエレクト事務所より 2016-2017 年度地区国際奉仕 

委員会委員の委嘱状を受け取る会員 加島 光君 

 

リーダー研修報告 

副幹事 加藤 あつこさん 

副幹事・研修リーダー加藤あつこです。2015.08.06 に地区内

クラブ研修・情報委員長・研修リーダー会議にロータリー情報委

員会の古川康司委員長と共に出席致しました。テーマは“入りて

学び 出でて奉仕せよ”でした。 

加藤陽一地区ガバナー・千田毅地区研修リーダー・成田洋之研修

委員長の挨拶からスタート。続いて関口宗雄地区研修委員会 ハ

シリテーターによる「ロータリーの歴史」についての講演会を拝

聴いたしました。 

その後、ＲＬＩ討議方式によるセミナーに全員参加です。83 ク

ラブ 186 名でした。実習内容は、・各クラブの研修の実情を報告

し、問題点を討議しました。12 グループに分かれ、ＲＬＩ討議

方式の研修会です。 

また、・講演｛ロータリーの歴史｝を聞いて。・ロータリーの誕生

についてテキストに則して学びました。 

【ロータリーの指導原則】 

ロータリーの目的 

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る。 

中央大学の小堀先生の翻訳では、『ロータリーとは、企業の根底

に奉仕を置くべしとする理念を提唱することを目的とするクラ

ブ活動のことをいう』 

企業の根底に「儲け」があることを認めたうえで、商人は、儲か

って幸せ、顧客もその商品を買い取って幸せになる。両者の幸せ

が『利己と他己との調和』であり、ロータリーの奉仕というのは、

実はこのことを謂うのです。 

具体的には次の各項を奨励することにある。 

第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。 

「知り合いを広める」という程度の浅いものではなく、「心の友

を得る」こと 

『心の友を得て、もって奉仕の契機となすべきこと』 

『例会出席と親睦、例会に出席しなければ、親睦はありません。

『ロータリーの親睦というのは、心の友を得たことが媒体となっ

て、奉仕というものが、自からでてくるようなものでなければな

らないのであります。それは、ロータリアンがクラブの例会で己

のいたらざる所を他のロータリアンから学ぶ、即ち、自己研鑽、

切磋琢磨によってお互いに学び合う親睦のことであります。』 

第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とすること。 

『自己の職業を以て天職と心得ること』 

『役立つ仕事は、すべて価値あるものと認識し』 

   ↓ 

『職業に貴賤なしとの自覚を深めるべきこと』 

＜自分の職業は自分にとって天職であります。そして 他の会員

の職業は、他の会員にとって天職であります。天職と天職との間

には、価値の相違はありません。＞ 

第3 ロータリアン一人ひとりが、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。 

＜一人一人のロータリアンが、事業生活及び社会生活に奉仕の心

を具体的な行動として実践しなければならないのであります。＞ 

第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。 

＜1922 年、標準クラブ定款を採択するに際して、この国際奉仕

をロータリーの目的の第 4 として付け加えました。＞ 

四つのテスト 

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 

・四つのテストは四本の道ではなく十字路なのだ 

 The Four-Way Test となっており、Four と Way がハイフ

ンで繋がれた一語となり、したがって Test も複数でなく単

数である。 

 Four-Way と言えば、四本の道でなく、十字路である。四つ

辻に立って正しい進路に思いをめぐらすことである。 

四つのテストはまごころと公明正大を四か条に分けたのです。 

 1.真実＝まごころであって、立派な思いやりの行為である。 

 2.公平＝公明正大であり、みんなのために～～～である。 

四つのテストは、職業倫理を説明する言葉である。（誰にも分か

り易く、簡単） 

四つのテストは、企業生き残りの哲学である。 

四つのテストは、1943 年ロータリーによって採用され 100 以

上の言語に翻訳。 

ロータリーの標語 



 「超我の奉仕」（Service Above Self ） 

 最もよく奉仕する者、最も多く報いられる 

 ＜ロータリーは、Service Above Self という言葉がモットー

です。これは、利己と利他がある中で、セルフの上にサービスを

置く、つまり利己の上に利他を置く、利己よりも利他を優先する、

と、そういう心の状態を求めること、これが奉仕の目的＞ 

 ＜ロータリーというのは利己と利他という心が我々の中にあ

る、その中で利他の心を育成して、利己よりも、利他を上に置く、

優先するという心の状態を求める。つまりその状態を利己と利他

の調和、と言えるような気がします。＞ 

『利己と利他の調和』は 

目に見えない『満足と感謝の交換』お互いの信頼関係 

 

ニ コ ボ ッ ク ス 

梅村 美知容さん 

21 日より 24 日までシンガポールへ行ってきます。 

横田 徳久君 

ネパールでの国際奉仕、無事に終了しました。皆様の支援金ありがと

うございました。 

【加藤あつこさん、本日リーダー研修報告を楽しみにしております。】 

 

 

加藤 昌之君 伊藤 晋一君 渡邉 泰彬君 玉置 正樹君 

古川 康司君 岩田 滿治君 足立陽一郎君 横井  登君 

近藤  朗君 星川 直志君 尾關實津成君 阿部 美男君 

梅田  渉君 小關 敏光君 西脇 良一君 入江由希子さん 

加島  光君 

石黒  勉君 

 

北村紀子さん 

 

木村 雅一君 

 

加藤あつこさん 

 


