
会員数      ３３名

欠席会員数      ８名

出席会員数     ２５名

出席率 　　　　　 ７５.７６％

    前々回訂正　　 １８７９例会

    欠席会員      　　  ２名中

    MAKE UP             １名

　　出席率訂正   　 ９６.７７％

会長代行　梶川　久雄

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 ： 名古屋東急ホテル　中区栄４丁目６番８号　（０５２） ２５２-８６５８

事務局 ： 名古屋市中区栄４丁目６-３　岡崎ビル２Ｆ　

（０５２） ２５３-９０７５　　FAX （０５２） ２５３-９０７６　E-mail : meihokrc@beach.ocn.ne.jp

会長 ： 遠藤　友彦　　幹事 ： 渡邉　泰朗　　会報委員長 ： 塚本　隆　　題字 ： 遠藤　友彦

２０２０～２０２１年度 Ｎｏ．１９

◆司　　 　　会　　伊藤　晋一君

◆斉　　 　　　唱　　 国歌 ・ 君が代／奉仕の理想

◆ご 来 訪 者   米山奨学生　韓　鈺さん　

　　　　　　　　　　　　

本日の例会 （第１８８２回）　　　　３／１０　（水）

次回の例会 （第１８８３回）　　３／１７　（水）

第１８８１回例会記録   １／１３ （水） 晴

◆スピーカー　北図書館 ・ 楠図書館　館長　冨田浩一様
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ロータリークラブ

～今までも、 これからも～

例 会 報 告

出 席 報 告

会 長 挨 拶

今日は遠藤会長が、欠席されました。

今先程、 代わって挨拶せよ、 との事

で登壇致しました。

皆様、 新年あ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。

さて、昨年来、コロナウイルス蔓延の

け、 無用な外出をしない事」 を徹底するしかないと思われます。

コロナウイルス蔓延の終息が、 一刻も早く実現する事と、 本年が、

皆様にとってより良いお年になります事をお祈りして新年のご挨拶と

させていただきます。

幹 事 報 告

1. 会員の星川直志君が一身上の都合により １２月末日を以て退会

   されましたので、 お知らせ致します。

   従いまして、 １月１日より会員数は３３名になりました。

2. 本日は、 例会後に職場見学会が開催されます。 後ほど、 尾關

   職業奉仕委員長に詳細をご案内をしていただきます。

3. 北警察署より、 名古屋名北ロータリークラブへ感謝状が届いて

   おります。

　 後ほど、 会長よりご披露して頂きます。

4. 新型コロナウィルス感染拡大防止のため１月２０日 （水）、２月３日

   （水） の例会を休会 （取消） 致します。

5. １月１日よりロータリー適用相場 （ﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄ） が 1 ドル 104 円

   （12 月 ： 105 円） に変更される旨、 国際ロータリー日本事務局

   より連絡が届いておりましたのでお知らせ致します。

卓　　　話

国際ロータリー第２７６０地区

             職業奉仕委員会　委員　香田　研二君

「内向き」 と 「外向き」 わかりやすい職業奉仕

状態は、一向に衰えることなく継続しております。 今日の夕刻にも、

大阪、 兵庫、 京都、 愛知、 岐阜、 福岡、 栃木の７府県に緊急事

態宣言を発令される模様です。 期間は、 １４日から２月７日迄。

宣言の対象は、 ７日に発令した東京、 神奈川、 埼玉、千葉とあわ

せ 11 都府県になる予定です。 皆様に於かれましては、 「３密を避

■キーワードは 「職場に持ち帰る」

ロータリーは、寄付や奉仕活動をす

ることが最終目標ではありません。

寄付や奉仕活動に参加したり、例会

の卓話などで勉強した 「 奉仕の理

念」 を自分の職場に持ち帰ります。

そして、職場で、自分ため会社のた

◆I.M. 実行委員会組織表について



めだけではなく、 真実 ・ 公平 ・ 世のため人のためを考え、 時には

自己犠牲も厭わない、さらに言えば 「四つのテスト」 を社是社訓と

して、 自分自身を律し、 日々の仕事に邁進する。

そして自分の職業を通じて、 職業で世の中に貢献し、 奉仕する。

そこまでやって初めて 「職業奉仕」 となるのです。このように言うと

「そんなの理想論だよ！」 「自己犠牲の経営なんて無理無理！」

「会社経営は甘くない、社員も家族もいるんだよ。」 と思いますよね。

誰でも簡単に実現できることではありません。 経営者には責任があ

ります。 できればそうしたいけれどと思いつつ、 自社の利益を優先

することもあるでしょう。 しかし、 それでもなお奉仕の理想を求め続

けるのがロータリーです。 だからこそロータリアンは世界中で尊敬さ

れ、難しいからこそ生涯をかける価値があるそうです。

■「職業」 と 「奉仕」

そもそも、「職業」とは自分のための金儲けの手段であり、現実の世

界です。 一方 「奉仕」 は世のため人のためを考える理想の世界。

そんな正反対の２つの概念が合体しているので、 「職業奉仕」 は

イメージしにくく、 難解になってしまうのです。 そんな相反する 「職

業」 と 「奉仕」。

■奉仕の理想

ロータリーソング 「奉仕の理想」。皆さん普段何気なく歌っていると

思います。「奉仕の理想に集いし友よ御国に捧げん我らの業」 それ

は 「奉仕をしようと集いし友よ」 ではありません。奉仕活動をするた

めだけに集まったのではなく、奉仕活動を通じて学んだ奉仕の心を、

一人一人が職場に持ち帰り、その奉仕の心で仕事をして各自が職

業を通じて世の中の貢献する、そんな 「理想」 を追い求めましょう！

と歌っているのです。この短い歌詞には職業奉仕のエッセンスが凝

縮しています。 これこそが 「職業奉仕」 なのです。

■「内向き」 と 「外向き」

クラブでの奉仕活動を通じて学んだ 「奉仕の理念」 （「四つのテ

スト」、 聖職者の心） を自分の職場に持ち帰り、 自分自身を律し、

真実 ・ 公平 ・ 世のため人のためを考えながら、誠実に仕事に邁進

する。 そして自分の職業を通じて世の中に貢献する。 これが 「職

業奉仕」 です。それはロータリアン一人一人の内面的な行動規範

であり論理観でもあるので、 理解の整理のために 「内向きの職業

奉仕」 と呼びます。 職業奉仕をこのように内向きな精神論や理論

観を中心にとらえるのがこれまでの一般的な傾向でした。

そのため、 どうしても難解でイメージしにくく、人によって様々な説明

になっていました。 しかし職業奉仕をこのように内向きな論理観、

精神論を中心にとらえるのは、 どうも世界中で日本ロータリー特有

の状況のようです。 良い行動はことさらアピールしないという、 隠匿

の美の思想があるかもしれませんね。他方、海外のロータリーでは、

「クラブの対外的奉仕活動」 の枠組みの中で職業奉仕をとらえて

いるようです。もう一度、標準ロータリークラブ定款を見て見ましょう。

第６条は 「本ロータリークラブの活動の実施的基準」 として五大奉

仕（クラブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕、青少年奉仕）を

列記しています。「職業奉仕」 も他の四大奉仕と同様に、クラブの

活動の実施的基準とされています。 他の四つの奉仕と区別して中

核理念だとか上位概念だとかはどこにも書いてありません。

クラブは、 社会奉仕や青少年奉仕などと同様に、 職業奉仕の実

施活動をすることが求められているのです。

■「四つのテスト」 に従った仕事

①「真実かどうか」

昨今、 大手企業のデータ偽装や隠蔽が発覚して、 謝罪会見がく

りかえされています。ロータリアンは 「真実」 を尊び、 偽装や隠蔽

を許しません。 虚偽誇大広告 ・ データ偽装 ・ 品質表示偽装など

は絶対にいたしません。 真実の情報を積極的に公表します。

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」

他社を出し抜き、 蹴落とし、 取引先やお客を泣かせて一人勝ち

をするのではなく、 できうる限り地域全体、 業界全体の共存共栄

を目指しましょう。 時には、 ノウハウを独り占めせず公開しましょう。

利益の適正分配を目指しましょう。 下請けあっての元請けです。

お客や取引相手に多少のミスがあっても、 お互い様と寛容しましょ

う。 賄賂や接待で不公平な扱いはやめましょう。

このような世のため人のためを考えた行動は、 時に自己犠牲を伴

うこともあるでしょう。 しかし、 これこそがロータリアンらしい行動で

あり、 そのような職業遂行の姿勢こそが 「職業奉仕」 なのです。

優良消防署員　表彰式

令和３年２月３日に名古屋市北消防署にて、優良消防員の表彰式

が開催されました。

幹事　                   会長　                　　　職業奉仕委員長

南濵　繁典 様　　 菅　　　武文 様　　山田　健太 様
署長             　　　　 消防司令補 　　　  　　消防市長

渡邉　泰彬 君    遠藤　友彦 君　　尾關實津成 君



岩田　滿治君　　多くの方に年賀状頂いて感謝！！

伊藤　晋一君　　家内の誕生日を祝って頂いて！！

尾関　正一君　　誕生日を祝っていただきまして

平子　明資君　　米寿を迎えました　老を生きる　生命枯れるまで

　　　　　　　　　　　奉仕一途に！

梅村美知容さん　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！

柴山　利彌君　　 立春大吉のお札をどうぞ！

河東　広樹君　　 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　　

渡邉　泰彬君　　尾関　正一君　　尾關實津成君　　西村　　 努君

足立陽一郎君　　玉置　正樹君　　杉浦　定文君　　梶川　久雄君

塚本　 　隆君　　近藤　　　朗君　　吉村知紗さん　　　加藤あつこさん　　

香田　研二君　　梅村　　 篤君　　林　　　　功君　　祖父江佳乃さん　　　

加藤　昌之君　　入江由希子さん　　　　　　　　　　　　　 　

１月　１日  加藤　昌之君

            尾関　正一君

１月　２日  平子　明資君

１月１５日  近藤　   朗君

１月２０日  香田　研二君

１月２９日  祖父　江佳乃さん

１月１８日　入江由希子さんご主人

１月２４日　伊藤晋一君ご夫人

１月２５日　尾關　實津成君ご夫人

１月３１日　塚本　隆君ご夫人

１月 ７日　塚本　隆君　梅村　美知容さん

会員誕生日 配偶者誕生日

結婚記念日

優良警察官　表彰式

令和３年２月３日に愛知県北警察署にて、優良消防員の表彰式

が開催されました。

幹事　                  署長　　　　　　　　　　　会長　                　　社会奉仕委員長

下崎　和彦 様　　 大村　みどり 様　　丹羽　和雄 様

警部補             　　　警部補 　　　  　　　　　　巡査部長

渡邉　泰彬 君   相沢　健人 様　遠藤　友彦 君　玉置　正樹 君

ニ コ ボ ッ ク ス

１月誕生日 ・ 結婚記念日


