
●10月の第一例会です。クラブの細則に

よりますと来月は次々年度

の会長、幹事、役員理事、

会計監査を選挙にすべきを

決める事。そこへ告知をす

る事となります。

●本日は職業奉仕月間の協議を持ちます。

●地区大会へ向け詰めとなりました。

●国際キリスト教大学東ケ崎記念ダイア

ログハウス献金のお願いです。

●ロータリー財団地域セミナー

開催。

●アクターズミーティングへ

出席依頼。

●社会奉仕セミナー開催のご案内。

●大和社国際化協会

より機関誌が届きま

した。

●本日例会終了後役員理事会があります。

●10月17日地区大会出席の方は7時15分

に大和駅西口交番近くにご集合下さい。

●国際奉仕委員会 梅田 秀雄 委員長

姉妹クラブである東慶州ＲＣメンバー

が、地区大会出席のため来

日されます。17日の本大会

講演の後、17時頃より、大

礒プリンスホテル近くの居

酒屋「竹よし」にて東慶州

メンバーとの懇親会を行います。都合の

つく方は是非ともご参加下さい。会費は

5,000円程度です。

●雑誌委員会 古郡 清 委員長

◆縦組Ｐ2 「キリマンジャロの雪が消

える」という掲載されています。現在地

球上の気温が大幅に上がっているので20
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20年以前にアフリカ大陸の雪峰であるキ

リマンジャロの氷河が消滅してしまうそ

うです。

◆横組Ｐ6 職業倫理について掲載され

ています。目先の利益ばかり追わないで

職業倫理はいかなる時代であっても変わっ

てはいけないと説いています。

◆横組Ｐ11 四つのテスト

の由来という記事が掲載さ

れています。ロータリーの

友を宜しくお願いします。

●地区大会記念親睦ゴルフコンペ

石川 健次 委員

◆収支報告

別紙配布の通りですが、

大雨でキャンセル続出のた

め、参加費の収入見込みが

大きく狂いました。余剰金

はスマイルでは泣く、地区大会会計に繰

り入れることになりました。ご協力あり

がとうございました。

●親睦活動委員会 岩松 薫 委員

お祝いの方々

◆創業記念日

石川 健次 君 10月18日

◆入会記念日

入江 公敏 君 10月13日

藤塚 勝明 君 10月16日

古木 勝治 君 10月18日

中島康次郎 君 10月26日

◆結婚記念日

岸 幸博 君 10月 7日

寺田 五六 君 10月10日

入江 公敏 君 10月18日

郡司 守 君 10月20日

北島 照介 君 10月22日

梅田 秀雄 君 10月24日
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久し振りにメークアップにまい

りました。本日は宜しくお願いし

ます。

原島 賢一郎 君

米山月間です。宜しくお願い

します。

北島 照介 君

結婚記念、祝っていただき有

難うございます。

岸 幸博 君

結婚記念を祝って頂き有難う

ございます。

石川 健次 君

創業記念のお祝いありがとう

ございます。39年目です。40周

年が迎えられるかどうか？

梅田 秀雄 君

結婚記念日と女房の誕生日を

祝って頂き有難うございます。

最近はロータリーのことで忙し

いに野で、喧嘩をしている暇がありません

入江 公敏 君

入会記念、結婚記念ありが

とうございます。美味しい煎

餅を夫婦で食べさせて頂きま

す。

郡司 守 君

結婚記念日お祝い有難うご

ざいます。あと一，二年で金

婚式に成るかと思います。夫

婦で迎えられるよう健康に気

をつけ頑張ります。

松崎 正実 君

①10月3日に引っ越しました。現在荷物の中で生

活しており、不便でなりません。藤塚さん、岸さ

ん大変お世話になりました。

②梅野さんの息子さんにお世話になりました。有

難うございます。

中島康次郎 君

入会お祝い有難う御座います。何とか皆出席で

す。これからも頑張ります。

松崎 正実 委員長

本日 11,000円

累計 206,000円



◆奥様誕生日

梅田 安代 夫人 10月24日

神作 道江 夫人 10月27日

●職業奉仕月間にあたり

髙橋 政勝 委員長

本日は本年4月22日の地区協議会にて

発表された「職業奉仕の実践」の中から

地区職業奉仕委員長 笠原又一郎氏（藤

沢北ＲＣ）がプレゼンされた内容をお伝

え致します。

１）職業奉仕の誕生の背景

せめてロータリアンの仲間同士は

⇒ 誠実に！！

２）歴史的変遷

問題を解決するための手段

３）職業奉仕・倫理道徳の導入

４）職業奉仕の実践

ロータリアンとしての品性を磨くには！

ロータリアンの職場・経営においては

５）小さな実践事例

６）まとめ

信頼性の確保

・人間として、企業としての信頼性は職

業奉仕の実践にかかっている。

・最近は無印商品もはやっているが、ブ

ランド品がみとめられるのは、その商品

を仕上げるために多くの投資がなされて

いるからである。

・また信頼性を維持するため、日々の改

善の努力を継続していることを、製品の

使用実績、専門職業人の技術・サービス

を通して、受益者が知っているからであ

る。

信頼性の確保(2）

・ロータリアンの責務は絶えず自己研鑽

を行い、自身の品性・品格を向上させる

よう努力し、職業奉仕の実践、即ち、常

に職業を通じて社会に貢献するための奉

仕活動を実践することにある。

・このたゆまぬ奉仕(投資）活動により、

ロータリアン及び経営する企業、或いは

専門職業が尊敬され信頼される。

・それゆえに、ロータリアンは「無印」

ではない。

その証拠に誰にでも判るバッチを佩用

している。

・バッチはロータリアンとしての自己研

鑽の責務を全うしていることを意味する。

◆いかに自分の職業の信頼性をＰＲする

か。特に奉仕の理念をどこへ置くかが問

題であります。

・経済的な理念

・四つのテストを守る

・社会奉仕と職業奉仕

は異なります

今日は資料をもとに

お話ししました。

以上
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