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＊１０月のプログラム予定＊

◆ 観月例会 ◆

2日 内部卓話 津々良洋一職業奉仕委員長
10日(金) 観月例会 18:30～かんぽの郷宇佐

１．会長の時間
２．幹事報告
３．委員会報告
４．スマイルカード
５．出席報告

16日 公式訪問前クラブ協議会
24日(金) ガバナー公式訪問四クラブ合同例会
12:30～宇佐ホテルリバーサイド
30日 内部卓話「西全州RC訪問報告」

第

回例会

平成

年１０月

２日

の記録

開会点鐘
 ソ ン グ

君が代、奉仕の理想

 ゲ ス ト

なし

 ビジター

なし

会長の時間

臼杵 確会長

みなさんこんにちは。

先日はこの標識を設置するにあたり、花壇の下準備

先日、フラワーロードの宇佐ロータリー管理の花壇

をするために沢山の会員の方に作業の協力をいただき

に“祈 交通安全”という標識を設置しました。これ

ましたが、その際にプロの手際を勉強させていただき

は今年度に地区補助金を活用して設置したものです。

ました。そのプロとは末宗社会奉仕委員長。花壇の整

今年度の方針に地域社会への貢献をあげていますがそ

備が終わったあとにしばらくその場所にいたのですが、

の一つとなります。

作業後の花壇の仕上がりを見ていると、まだ下地作業

末宗社会奉仕委員長を中心として川端副委員長・委

止まりの花壇が綺麗に見えるのです。私も田舎で農作

員の皆さんのご尽力により実現できました。通行時に

業をすることがあるのでそれを感じるのかもしれませ

標識を見て交通安全を意識し、これによって交通事故

んが、私が作業をした後にはキレイさが足りません。

が少しでも減り、悲しい思いが減ることを願っていま

あまり時間が取れないために“とりあえず”の作業に

す。みなさんありがとうございます。

なっていて、やはりそうすると後々で作業がやりにく

事務局
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くなってしまいます。最後にご自分で土をならしてい

５．お知らせ

ましたが、GLもきれいに揃っていて下地作業の大切

1）出欠の回覧中です。（観月例会、公式訪問例会）

さを知っている末宗委員長ならではの段取りだなと感

2）次週は日時と場所を変更して「観月例会」です。

心した次第です。

10/10(金) 18:30～ かんぽの郷宇佐にて

さて来週は韓国の西全州RCとの調印式に行ってき
ます。近年入会された会員の方向けに、韓国の西全州
RCとの歴史の話をさせていただきます。
西全州RCと宇佐RCの姉妹結縁は1971年9月より始
まり、現在まで44年間両クラブの訪問・来訪を重ねお
互いの友好、親睦を深めてきました。2000年には西全
州RCより子女十数名の短期ホームステイを受け入れ

3）本日、公式訪問資料を配布しました。記載内容に
お気づきの点があればお知らせ下さい。
10月16日例会(クラブ協議会)で使用しますので忘
れずにお持ち下さい。
4）本日例会終了後、臨時理事会を開催致します。
役員理事の方はお残り下さい。
６．欠席連絡

を行った実績があります。二年に一回、双方を行き来

奥田和茂会員(MU済)、藤久保茂己会員

して姉妹クラブ結縁延長調印式を行っており、近年で

藤林鋭司会員(MU済)、宮本順二会員

は2012年・石部会長年度に日本に来日、2010年・津々
良会長年度には韓国に行って調印式を行っております。

７．本日の当番
出口幸太郎会員、幡手一義会員

西全州RCとの関係はとても良く、お互いの訪問時に
は熱い友好を交わしています。
それでは来週7・8・9日に友好を深めに行ってきます。

今月のお祝い
【結婚記念日】岩井謙次会員
４？回目の結婚祝いありがとうございます。

幹事報告

佐々木正博幹事

１．来信 2)～4)回覧

【配偶者誕生日】石部幸二会員
妻の誕生日です。いくつになったのかは不明です。

1）ロータリーの友 2014年10月号；配布
2）ガバナー月信 4号(2014年10月) ･･･地区のホーム
ページもご覧下さい。www.ri2720.org/
3）広島土砂災害義援金のお礼と報告書
4）日田ＲＣより「創立50周年記念誌」
２．例会変更
宇佐2001RC：10/22(水)→10/24(金)「宇佐ホテルリ
バーサイド」に変更；ガバナー公式訪問例会の為
豊後高田RC：10/28(火)→10/24(金)「宇佐ホテルリ
バーサイド」に変更；ガバナー公式訪問例会の為
くにさきRC：10/22(水)→10/23(木) 17:30～「若栄屋」
に変更；ガバナー公式訪問例会の為
杵築RC：10/23(木)17:30～「若栄屋」に変更；ガバ
ナー公式訪問例会の為
※その他クラブの例会変更の確認は、事務局まで。
大分 RC(10/14) 、大分 1985RC(10/20) 、大分城西
RC(10/22)、大分南RC(10/31)、別府東RC(10/16)
３．週報受理
杵築RC、中津中央RC、大分キャピタルRC
４．理事会報告 なし

委員会報告
◎国際奉仕委員会

河村正一委員長

来週の７日から６名で、西全州に姉妹結縁の延長式
に行ってまいります。その時のクラブへのお土産がこ
のお面です。製作は山口喜司さんという方で、若い時
は広島カープの選手でありまして、引退後、鬼のお面
等の彫り物を始めたそうです。
会員へのお土産は南
天の夫婦箸を贈る予
定です。両方縁起物
なので喜んで頂ける
と思います。

◎社会奉仕委員会

川端克弥副委員長

先日のフラワーロード花壇の整備お疲れ

是永潤一会員：津々良職業奉仕委員長卓話よろしくお
願いします。

さまでした。今週の土曜日１０月４日の朝６

本庄伸子会員：津々良さん卓話楽しみにしています。

時３０分からは芝桜を植えたいと思います。

出口幸太郎会員：早退します。

２００株用意していますので鍬をお持ちの方は持参して
ください。
◎青少年奉仕委員会

斉藤順一委員長

今月のインターアクトの例会を来週６日
（月）の３時４５分から柳ヶ浦高校音楽室で行

ニコニコ累計

１３１，０００円

内部卓話
「ロータリーの職業奉仕とは」
津々良洋一 職業奉仕委員長

ないますのでご参加お願いします。先日か
らお願いしております、ぺットボトルキャップを集め

8月28日に第一回の炉辺会談を

まして社会福祉協議会に持っていきますのでよろしく

開催しました。出席された皆様に

お願いします。

は同じ内容となりますが、本日は

･･･台風の影響で６日→２０日（月）に延期となりました。

その際の資料で再度「職業奉仕」
について勉強したいと思います。

◎親睦活動委員会

石部幸二員長

次週は観月例会です。例会変更で10日
(金) 18:30～かんぽの郷宇佐にて開催とな

＊ ＊ ＊
職業奉仕を理解するには
☆「ロータリー運動は倫理運動である」

りますので、お間違いのないようにお願い

その中でも、これがロータリーだと言われているのが

いたします。アトラクションは宇佐市少年少女合唱団

職業奉仕です。
★「ロータリーのロータリーたる所以は、

を予定しています。

職業奉仕の実践にあり」

スマイルカード

職業奉仕を理解する方法として、何が難読であるのか

石部幸二委員長

臼杵 確会長：津々良委員長、今日は卓話を宜しくお
願いします。
藤本博和会員：西全州訪問の皆さん宜しくお願いしま
す。／津々良さん卓話頑張って聞きます。宜しくお
願いします。
津々良洋一会員：①本庄会員には細則委員会でお世話
になります。②本日は卓話です。よろしくお願い致
します。
末宗為十会員：①今日玖珠消防署の落成式典がありま
した。無事故で完成しました。②10月4日(土)朝6時

を３つの問題点としてまとめる。
１、職業奉仕と社会奉仕をどのように区別
非常に誤解を生みやすい言葉があります。
「自分の職業を通して社会に奉仕するのが職業奉仕
である」
「受益者が誰であるか」ということで区別すること
ができる。
＜奉仕活動によって、受益者が自分以外の地域の
人々、もしくは地域社会の場合は
･･････「社会奉仕」＞

30分よりフラワーロードの花植えを行ないますので

＜奉仕活動によって、受益者が自分自身の場合は
･･････「職業奉仕」＞

よろしくお願いします。③津々良会員卓話よろし

社会奉仕と職業奉仕は、「一対」のものである。

くお願いします。
佐藤憲三郎会員：西全州ロータリークラブ訪問の皆様

「最も多く奉仕する者、最も多く報われる」

元気で行ってきてください。ご一緒できずに申し訳

より多くの社会奉仕活動をすればするほど、その

ありません。／津々良職業奉仕委員長卓話楽しみに

地域の人々や地域社会からより多くの職業奉仕で

しています。

ある「尊敬と信頼と信用」を得るのです。

２、「職業奉仕」という言葉の問題
正反対の２つの言葉が１つになって職業奉仕といっ
ているために非常に解かりにくい。
この言葉は完全なるロータリー用語であり、辞書に

３、職業奉仕の実践
「ロータリーのロータリーたる所以は職業奉仕の
実践にあり」 ←冒頭の言葉
他団体の会員やロータリーをあまり知らない方々から

は載っていません。

「ロータリークラブは毎週毎週、なぜれいかいをひ

「職業奉仕」という言葉は、「職業」すなわち金

らくのですか？私たちは１ケ月に２回例会を開催す

を儲けることであり、「奉仕」すなわち世のため

るだけです。ロータリーは霊界で食事をし、話を聞

人のために尽くすことです。つまり、ロータリー

いて、寄付をします。ロータリークラブというのは

の職業奉仕とは、「職業を営むこと（金を儲ける

金持ちの暇人の集まりですね」とよく聞きます。

こと）が、世のため人のための奉仕となる」と言
っている。

これに対し、強く反論する必要があります。
ロータリーの例会は食事をするために出席するので

自分の金儲けに対して「人を泣かせるような金儲け

はありません。卓話を聞くために出席し、卓話を聞

をしてはいけない、人をだまして金儲けをしてもい

いて職業倫理を学ぶのです。

けない、非道徳的、非社会的行為をして金儲けをし

我々は職業人の集まりです。例会に出席することに

てはいけない、世のため人のためになるような金儲

より、職業人同士の体験談、知識、知恵等を耳にし、

けをしなければならない」と言っているのであり、

職業倫理を互いに学びあうのです。

自分の職業に対して強く「倫理性」を要求している
のです。
ロータリーにとって職業倫理は基本的な考え方であ
り、ロータリーの哲学でもあります。
ロータリーの標語「I serve」。
奉仕は個人の職業倫理において、奉仕の心を職業奉
仕に実践するもの。

ロータリーの職業奉仕の実践は、まず倫理を追求する
例会出席に始まるのです。
すなわち、職業奉仕の実践は、例会に出席することか
ら始まるのです。
第2640地区 職業奉仕委員会 委員長 角谷浩二氏 2006/7/30
引用の炉辺会談資料を、週報用にさらに一部抜粋して掲載
致しました。

クラブはその集合体であり、ロータリークラブとし
ての職業奉仕の実践機能はなく、団体奉仕という概
念はありません。ロータリーに入会されるとき、ク

出席報告

山上明宣委員長
第2319回（10月2日）

ラブ全会員に対して、その人が入会してもよいかど
うかを問う投票が行われます。もし不適格であると

会 員 総 数

会員の誰かが判断したならば、その人は入会を許さ

（内出席免除 ）

れません。ロータリーは入会に際しても、その人の

出

倫理性を問うのであり、他団体にはこういう機能は

（ 内 事 前 M U）

2名

ありません。これが他団体とロータリーとの大きな

欠

席

数

3名

相違点です。

出

席

率

９０．６３％

「ロータリーの職業奉仕を一言で表現するなら、どの
ように表現するのか」と問われたら
迷わず「世のため人のために奉仕する心をもって、

席

数

33名
1名
29名

事前MU
奥田会員(フラワーロード花壇整備)
藤林会員(米山セミナー)
欠席者 小野田会員、藤久保会員、宮本会員

職業奉仕を営むべし」と答えるべきです。
この言葉こそが職業奉仕にとって一番大事な言葉で
あり、基礎であり、決して忘れてはならない言葉です。
閉会点鐘 発行 平成26年10月10日

