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第 3182 回 例 会 記 録 令和 3 年 3 月 16 日(火)
K
本日出席会員 32 名

士郎

会報委員長／柿谷 好彦

インターネットの Web 検索に“rc2650”を入力し検
索すると、
「2020-21 年度国際ロータリー第 2650 地区
公式サイト」が出てくるのでそれを開きます。ページ
の１番下の「リンク」の「ロータリー文庫」を開き、

メークアップ（前々回）4 名

「ロータリー文庫検索」を開く。そのページの下へ進

出席率（前々回補正） 78.00%

み、分類検索の「0 総括」の「02 職業奉仕」をクリッ

ロータリーソング「我らの生業」

クしてみますとたくさんの書名が出てきますので、見
たい書名の※マークをクリックしてみてください。デ

副会長挨拶 副会長 小林

幸一
皆さん、こんにちは。
今回も会長の代理をさせ
て頂きます。本日のプロ
グラムであります、職業
奉仕の
「職業奉仕研修会」
に時間が長引くので、３
５分ほど欲しいとの事なので、挨拶は短めにします。
ライオンズとロータリークラブは、奉仕団体とし
まして同じ時期にできましたが、その後、ロータリ
ークラブとライオンズクラブは分かれましたが、ロ
ータリークラブは、
「職業奉仕」
、ライオンズは「社
会奉仕」
、このそれぞれのコンセプトと言いますか、
理念を基に歩んで参りました。そこら辺りを宇野会
員は、どの様な話をなさるのかわかりませんが、こ
の「職業奉仕」を記念すべき日に、卓話を楽しんで
聞いて下さい。よろしくお願いします。ありがとう
ございました。
プログラム
「職業奉仕研修会」
職業奉仕委員長

宇野賢治会員

1．国際ロータリー第
２６５０地区のホー
ムページを見たこと
はありますか？ （ホー

ジタル化された資料「番号.pdf」のリンクをクリック
し、ユーザー名に“rotary-bunko”、パスワードに
“aoki@2020”を入力し「サインイン」すればデジタ
ル化した資料を見ることができます。

２．「MyRotary」を知っていますか？
（マイロータリーに登録することで、ロータリーの
活動や地区・クラブ運営に必要な情報やデータを随
時入手できます）

知っている 13 名、知らない 6 名
「2020-21 年度国際ロータリー第 2650 地区公式サ
イト」を開き、ページの１番下の「リンク」の「国
際ロータリー」を開き、最上段の「My ROTARY」
をクリックします。最上段の右端の「ログイン」を
クリックし、ユーザー名に”各会員のメールアドレ
ス“、パスワードに”各会員が決めたパスワード“を
入力し「サインイン」します。（My ROTARY に登録
後サインインできます）

３．
「MyRotary」の登録方法がわかれば登録してい
ただけますか？
はい 11 名、いいえ 4 名、登録済み 4 名（奥村会員、
宮前会員、西本会員、宇野）
「2020-21 年度国際ロータリー第 2650 地区公式サ
イト」を開き、ページ右側を見ながら下の方へ進め
ていくと、
「ロータリー会員向け情報」の「MyRotary
活用マニュアル」をクリックします。そのページを
下へ進め、ロータリアン共通の「MyRotary アカウ

ムページ内にある職業奉

ント登録方法」をクリックすると登録方法の詳しい

仕についての資料をたく

説明書を見ることができます。

さん見ることができます）

各会員のメールアドレスがあればアカウント登録が

はい 10 名、いいえ 9 名

できます。ただし、アカウント登録の前に、長谷川

事務局が各会員のメールアドレスを MyRotary へ先
に登録を行う必要があります。登録希望される方は
長谷川事務局までお願いします。そのあとのアカウ

での多角的なサービスの提供（職業活動）

・例会で各会員が自分の職業について話し、互いの職業につ
いて学びあう。

ント登録につきましても、私か長谷川事務局に言っ

・地域社会での奉仕プロジェクトで職業スキルを活かす。

てくだされば RC 事務所にてご一緒に登録したいと

・地域に向けた社会奉仕や貧困家庭などの支援活動を実践し

思いますので、ぜひとも登録をお願いいたします。

ていきたい。地元向けに奉仕支援活動の強化。

2650 地区松原六郎ガバナーが「ガバナー賞」の達成
項目に挙げています「MyRotary 登録率 60%以上」
と「入会５年未満の会員の MyRotary 登録率 100%」
の目標達成にご協力をお願いいたします。

４．職業奉仕の理念で一番好きな言葉はなんです
か？
・超我の奉仕
・最もよく奉仕する者、最もよく報いられる
・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）

・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にすること
・人びとに奉仕し、高潔であること
・仕事を通して利益を出し、企業の存続と社会に奉仕
できる人づくり
・道徳的能力の向上
・I serve

ニコニコ箱・・・21,000 円 累計 683,500 円

・他人のために尽くす

We serve

５．みなさんが考えている職業奉仕はどのような活
動ですか？
・職業奉仕は自分の職業を通じて奉仕することです。社会に
恥じることのない仕事を続ける努力をしたいと思う。
・職業奉仕は職業を通して世のため人のために尽くすという
ことなので、近江商人の「三方よし」のように職業倫理を
もって自らの職業を行うことだと思います。
・ロータリアンは、仕事を一生懸命し、社員の幸せを願い社
会のために奉仕をし、
“そして”納税をしていく、その達
成にブレが生じないよう会員相互で学びあう場でありた
いと思います。
・日々の仕事があることに感謝し、お客様・従業員・関係者
等全員に喜んでいただける努力をする活動

・職業奉仕委員長、宇野さんよろしくお願いします。
【小林幸一】
・誕生日自祝
【藤谷家也】【織田桂蔵】
・ちょっと良い事がありました。
【佐々木忠彦】
・宇野委員長に職業奉仕を学ばせてもらいます。
【田中 茂】
・宇野賢治職業奉仕委員長、本日のプログラムよろし
くお願いします。
【三村昌之】
・早退させて頂きます。
【河嶋 一】【西野昌美】
・本日、幹事代行をさせていただきます。皆さんよろ
しくお願いいたします。
【矢尾主成】
・本日発表させていただきます。最近休んでばかりで
すみませんでした。下の息子が無事大学合格しまし
た。
【宇野賢治】
・本日欠席させていただきます。
【西本久美子】

・四つのテストを哲学化すること

例会変更情報／福井県内ﾋﾞｼﾞﾀｰ受付（3 月 31 日～4 月 13 日）

・自分の職業を通して、社会に奉仕する事
・商品・サービスを通じて社会に価値をもたらし、その結果
として利益を得、その結果として納税という形で社会に貢

ビジター受付はありません。

＊変更の無い各クラブの定例例会については、ロータリーの
友ホームページ等にてご確認ください。

献する。
・社会へロータリークラブに加入する会員各々の分野（職種）

本日(3 月 30 日)例会

4月6日

会長エレクト研修
セミナー報告
野田義弘会長エレクト

休

会

4 月 13 日

4 月 20 日

第一例会行事

第 16 次中壢 RC との

ゲスト卓話

姉妹クラブ締結調印式

チアドリームプロジェクト

（リモート形式）

