三条北ロータリークラブ週報

国際ロータリー会長：バリー・ラシン

「インスピレーションになろう」
第２５６０地区ガバナー：川瀬 康裕
「自らのストーリーを作りましょう」
会 長：高橋研一
「将来みんなのためになること
これからのロータリーのために
力を込めて課題にチャレンジしょう！」
幹 事：松山浩仁
ＳＡＡ：外山裕一

例会日２０１９．１．８

累計№１５３０

当年№２４

例会日：火曜日 １２：３０～１３：３０
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FAX0256-35-7488
ＨＰ：http://www.sanjo-nrc.org

本日の行事：新春例会 卓話
「ロータリーの職業奉仕」

会長挨拶：高橋 研一 会長

皆さん、新年明けましておめ
でとうございます。本年もよ
ろしくお願いします。昨年は
◆本 日 の 出 席 ：５８名中３６名
大変お世話になりました。
◆先々週の出席率：６３名中４５名 71.43％
副ガバナー新保清久様、本日
（前年同期 73.85％）
は大変お忙しい中お越しい
◆本日のゲスト
ただき誠に感謝申し上げつ
RI 第 2560 地区副ガバナー 新保 清久 様
つ、卓話「ロータリーの職業奉仕」をとても楽
しみにしております。
◆本日のオブザーバー
平成31年最初の例会に当たり、年頭の挨拶をさ
メディナ コントレラス,ダニエル 君
せていただきます。平成の節目の年が明けまし
た。新元号が4月1日に決まり、天皇陛下は4月30
◆今週のメークアップ(敬称略)
日に退位されます。経済はあやかり商戦で、景
12 月 26 日三条 RC 樋口 勤、本間建雄美
気底上げの期待感もあります。
石川勝行
今年の干支は12番目の動物の猪(シシ)です。
27 日 三 条 東 RC 本間建雄美、石川友意
亥(イ)の月は旧暦で10月、亥の方角は北北西、
渋谷義徳
亥の刻は午後10時頃。亥のことわざでは「猪突
猛進」はよく知られております。また、今後日
１月 7 日三条南 RC 石川勝行、星野義男
本は敗北・挫折の時代としての30年を亥ノベー
ション。これはだじゃれでは済まされず、2019
＊本日の配布書類等
年安倍政権の山積した課題。国内では、人手不
・週報№1529
足・増税ショック。海外では激動の世界情勢が
・会費納入のお願い
乱立。
「激しさを増す米中対立の行方」「北方四
・ロータリーの友 1 月号
島の日露交渉の決着点」
「北朝鮮の非核化と拉致
問題の道筋」「相次ぐ軋轢から冷え込み続ける
日韓の溝」難問が山積しております。年明けの株価の幕開けは、円高の影響などで2万円台の割り込
み、3年ぶりの株価下落の幕開けとなりました。昨日1月7日、終値で20,038円を回復しましたが、政
治経済ともに混乱の幕開けです。しかし、驚くこともたくさんありました。1月5日豊洲市場におい
て、マグロの初競りで史上最高の3億3,360万円の値をつけ、すしざんまいの運営会社が落札。テニ
ス界では私の大好きな錦織圭選手がブリスベン国際で、2016年メンフィス・オープン以来3年ぶりと
なるツアー優勝を果たしました。
さて、今年度の各テーマでは「インスピレーションになろう」「自らのストーリーを作りましょう」
「将来のみんなのためになること、これからのロータリーのために力を込めて課題にチャレンジし
よう！」を掲げられています。地区大会の記念講演は「ロータリーと東京2020大会レガシー」を聴
講しました。これらを基に下半期、皆様の益々のご協力をいただき積極的に活動します。どうぞ本
年もよろしくお願い申し上げます。

米山奨学金贈与
メディナ コントレラス,ダニエル 君
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幹事報告：松山浩仁 幹事
・地区米山記念奨学委員会から「第 2 回米山記念奨学委員長セミナー開催のご案内」
日時：平成 31 年 2 月 2 日(土) 会場：ホテルオークラ新潟 4F コンチネンタル
・三条ローターアクトクラブより、
「長久の家 餅つき大会」
日時：平成 31 年 1 月 27 日(日)12：00～14：00 場所：長久の家
・NPO 法人骨髄バンク命のアサガオにいがたより、会報誌「希望」と「寄付のお願い」
・下半期会費納入のお願いを配布しました。1 月 28 日(月)までに納入してください。
口座引き落としご利用の方は、1 月 28 日(月)に引き落としさせていただきます。

理事会報告：第７回

平成３１年１月８日(火)

11：30～12：30 於：三条ロイヤルホテル

出席者：高橋研一、外山裕一、早川瀧雄、松山浩仁、武田恒夫、渋谷義徳、斎藤 正、渕岡 茂、
金子太一郎、齋藤孝之輔、外山晴一、中原尚彦、花井知之、羽賀一真、佐藤秀一
出席数１５/１６(内委任状１名)
協議事項 １．クリスマスパーティー決算報告・新年会企画案
承認
２．修正予算案の件
承認
３．BOX 状況報告
承認
４．次年度委員会組織の件
承認
５．下半期行事予定の件
若干変更ありますが、承認
６．1 月 29 日「新年会」を 100％出席例会とする件 記帳も含めての出席で、承認
７．原発見学後の活動について
引続き東電の方に卓話依頼で、承認
８．決議案提案の件
日頃のロータリー活動での不具合を事務局へ申出るとして、承認
９．新潟いのちの電話の「寄付のお願い」の件
今回は寄付しないことで、承認
１０．役員理事新年会の件
今後日時調整し開催するとして、承認
１１．その他 会員増強について、過去の候補者リストの再検討をするとして、承認

委員会報告：
雑誌委員会 石川友意 委員長
ロータリーの友の 1 月号の紹介を致します。今回は縦書き 15 ページの友愛の広
場の中で「私とロータリー」と題して、秋山さん考えるロータリーに入って良
かったこと、ロータリーに入って悪かったことが箇条書きに書かれています。
共感する部分があります。もう一つ縦書き 21 ページ卓話の泉の中で「がん探知
犬について」書かれています。がんには特有のにおいがあり、トレーニングを
受けた犬はそれを嗅ぎ分けることができるそうで、今後一層研究がなされ、
探知犬が増えてくるそうです。以上が私のおすすめのポイントです。

出席委員会 石川友意 委員長
10 月～12 月ホームクラブ 100%出席表賞
高橋研一 会員、小林繁男 会員、
大野新吉 会員
今回の表彰は、ホームクラブ例会出席の
3 ケ月表彰ですが、年度末には年間を通
してメイクアップを含めた 100%出席表
賞を致します。是非、メイクアップや記
帳を利用して 100%出席を目指していた
だきたいと思います。
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ロータリー財団ボックス：８日現在累計１６９,０００円
石黒

隆夫君

高橋
米山
福岡
佐藤
羽賀
星野
渡辺

彰雄君
忠俊君
信行君
弘志君
一真君
義男君
徹君

あけましておめでとうございます。新保副ガバナー、昨年は大変
お世話になりました。本日は卓話ありがとうございます。
明けましておめでとうございます。本年も宜しくお願い致します。
新年明けましておめでとうございます。本年も宜しくお願い致します。
〃
〃
〃
新年初めての協力です。よろしくお願いします。
明けましておめでとうございます。協力します。

米山奨学ボックス：８日現在累計１,２５８,０００円
佐藤
渕岡
羽賀
花井
梨本
星野
石川
佐藤
森

弘志君
茂君
一真君
知之君
文也君
義男君
勝行君
秀一君
宏君

新年お目出とう御座います。新保副ガバナー御苦労様です。
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
おめでとうございます。協力します。
あけましておめでとうございます。ＢＯＸに協力致します。
新年初めての協力です。
今年も米山奨学に協力しました。
今年も全員無病息災でありますように。
三之町病院では、元号の混乱を避けるため、今年から西暦に統一しました。

スマイルボックス：８日現在累計５５２,０００円
早川

瀧雄君

大野

新吉君

高橋

研一君

羽賀
坂内

一真君
康男君

石川
小林
松山

友意君
繁男君
浩仁君

落合
外山
石丸
星野
今井
佐藤
岡田
佐藤

益夫君
裕一君
進君
義男君
克義君
弘志君
健君
義英君

2560 地区新保副ガバナー卓話宜しくお願いします。高橋年度も折り
返し、松山幹事、外山ＳＡＡがんばってください。
明けましておめでとうございます。本年も何卒よろしくお願い申し
上げます。新年早々大変お忙しい中、新保副ガバナーご指導の程よ
ろしくお願い申し上げ、本日は大変有難うございます。
新春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。副ガバナー
新保清久様大変ご苦労様です。ご無理申し上げまして、卓話楽しみにしております。
今年もよろしくお願いします。副ガバナー新保清久様、ようこそいらっしゃいました。
新年おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。又、本日の卓話新保清久様、
大変ごくろうさまです。
新保副ガバナーを歓迎して!!
〃
新保副ガバナー、本日はお越しいただきありがとうございます。卓話、よろしくお願
い致します。
明けましておめでとうございます。新保副ガバナー、よろしくお願いします。
明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。
〃
新年明けましておめでとうございます。本年もよい年でありますよう。
皆さま、今年もどうぞ宜しくお願いいたします。
新年お目出とう御座います。今年もよろしくお願いします。
おめでとうございます。今年も宜しく御願い致します
新年明けましてお目出とう御座居ます。今年も宜しくお願い致します!!
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森

宏君 1 月 3 日、
品川駅前で箱根駅伝最終区を応援に行きました。
走ってくれという要請はありませんでした。
スマイルボックスコメント賞 10 月～12 月 中原 尚彦 会員

今日の行事：新春例会 卓話「ロータリーの職業奉仕」
RI 第 2560 地区 副ガバナー 新保 清久 様（新潟万代 RC）
皆さん、明けまして お
めでとうございます。旧
年中はお世話になりまし
て、二度地区大会にも出
させていただきました。
何とか滞りなく地区大会
も済みまして、私の仕事
も終わったかなと思って
おりましたところ、高橋会長から電話をいただ
き今日おじゃました次第です。
ちなみに私の新潟万代ロータリークラブは、月
曜日が例会日で夜の 18：30 から 19：30 まで
行いますが、昨日が今年第一回目の例会でした。
会員は 40 名弱ですが、残念ながら昨日は 18
名ほどでした。新年の最初だからしょうがない
かと思っていましたが、こちらのクラブにお邪
魔したところ、こんなに多くの会員の皆さまが
ご出席されていてびっくりしました。
さて、本日のテーマを 1 月の職業奉仕月間に
因んで考えました。しかし、職業奉仕こそがロ
ータリーの根本ということだけは解っていま
したが、何を話そうかと思った時に虎の巻がな
く、昨年 11 月 20 日からの 5 日間、神戸で開
催されたロータリー研究会の際、山形の第
2800 地区直前ガバナーの発表された資料をが
つっと削りましたものでお話しいたします。
私は大先輩を前にして、知識が浅いもので間違
っていたところがあったとしても、後で教えて
いただければと思っております。
まず、自己紹介を申しますと、私は丑年の昭和
24 年生まれ 69 歳です。ロータリー歴は平成 5
年 入 会 の 今 年 で 26 年 目 に 入 り ま し た 。
2017-18 年度ガバナーをさせていただき、現在
は米山記念奨学会理事、次年度はロータリー財
団委員長ということで、ロータリーをあまり知
らない人間に、いろいろなお役が回ってきてお
ります。
まずは「ロータリーとは」と大上段で、スライ
ドにそって始めます。

これを要約いたしますと、

2010 年 4 月の RI 規定審議会の決議 23-34-1
「超我の奉仕」がロータリーの奉仕哲学として
使用することを検討するよう理事会に要請す
る決議案が可決されました。
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1905 年にロータリーが出来まして 6 年後にこ
のような「Service not self」無私の奉仕とい
う言葉が生まれました。これの背景としまして
は、ロータリークラブが出来たのはご承知の通
り、信じられる仲間と経済取引をしたいという
ことからロータリークラブが発展しました。逆
に、ロータリークラブの会員以外の方との取引
が出来なくなってしまったという中で、このロ
ータリアン同士に限定されていた相互取引を、
会員以外にも拡大するという意味で使用され
たのがこの「Service not self」ということで
す。これが 1950 年の第一標語として「Service
above self」になりました。

2019 年に戦略計画が改訂されるという事です
ので、7 月以降に改訂されたものが発表になる
のではないかと思っております。

第二標語も皆様ご承知の通り、「One profits
most who serves best」最もよく奉仕する者、
最も多く報いられるというもので、1911 年に
発表されたスピーチです。「He profits most
who serves best」は 1950 年デトロイト国際大
会標語決定されております。
「He profits most who serves best」の文言に
つきましては 1902 年ショルドンが、ロータリ
ーに入る前からシェルドンビジネススクール
の教科書に記載されています。
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研鑽、高潔、リーダーシップをロータリークラ
ブで学ぶという事であります。
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A Talking Knowledge of Rotary は初めてのロ
ータリーの教科書です。ここに書かれているも
のとして、一業種一会員制・ロータリーの親睦
があります。

ロータリーに入って例会に出ることで、知り合
いから友情が生まれ、一緒に奉仕活動をしなが
ら仲間意識に繋がっていくという事を示して
おります。

起草者吉沢丈吉さんは、日清製油の大連支店長
であり、戦後東京 RC の会長も務められ、米山
記念奨学会の礎を築かれた方でもあります。
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一番右の「職業倫理」は、具体的には消費者を
だまして販売しない、過大宣伝をしない、表示
違反をしないといったところではないかと思
います。
「職業」は社会への奉仕。職業をする
ことによって家族並びに周りの人達への奉仕
である、また製品やサービスが社会へ奉仕され
る。シェルドンの奉仕の目的は、「最も奉仕す
るもの最も利益を得る」ということで、継続的
利益のための人間関係の基本であるとするも
のです。
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職業奉仕についてはロータリーでいろんな本
が出ておりまして、様々なことが書かれており
ます。
ロータリーは、信じられる人と取引をしたいと
いう目的で発足し、そこから 2 年たち 3 年た
った 1907 年あたりから社会に貢献しようとい
う考えが起こりました。その後、奉仕が前面に
出て、1920 年頃日本に伝わった時には、奉仕
がロータリーの活動の理念となってきたとい
うところでございます。
中途半端になりました
が、職業奉仕について
難しいテーマを使った
ことを反省しておりま
す。ご清聴ありがとう
ございました。

高橋研一 会長
本日は副ガバナー新保清久様、時間取りが悪く、
時間が足りなくなってすみませんでした。貴重
なお話をいただきありがとうございました。私
は新保ガバナーの公式訪問以来、亡き中條パス
トガバナーといくつかの他クラブ様の例会場
を訪問した事がございます。その道中、中條パ
ストガバナーから「私に相談できないことがあ
ったら、新保ガバナーもしくは渡辺パストガバ
ナーに相談すれば、ロータリーのことは教えて
くれるから大丈夫。」と言われておりました。
新保ガバナーに公式訪問でお会いした時、話
しやすい方と勝手に思い込んでいまして、今
回も新年早々こんなご無理なお願いしてしま
いました。お詫び申し上げます。
本日はとても勉強になりました。大変感謝い
たしております。ありがとうございました。
6 ページ右下スライド 資料
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