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先週先週先週先週の例会報告の例会報告の例会報告の例会報告    

――――    出席報告出席報告出席報告出席報告    ――――    

 国内ビジター 0名   会 員 数  38名  

 外国ビジター 0名   出席規定適用免除  11名  

 国内ゲスト  0名   会 員 出 席  22名  

 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席  5名 
<12 月 18 日の出席率 73.53％>  

Make up を含む 11/27 の出席率 96.30％ 

来週は例会後すぐにクリスマス家族会が控えて

いるため、例会ではほとんどお話し出来ませんし、

その後の家族会ではメリークリスマス！一色です

ので、今年の会長挨拶は、ほぼ今日が最後という

ことで、ちょうど半分が終わった今、会長として、

クラブのために何が出来たのか…？と考えてみま

すと、日々の会務を淡々とこなし、毎週の例会を

滞りなく開催することしか出来ていなかったので

は？と自省しております。 

次にかねてより、会員の皆様にお願いしており

ましたクラブに対するアンケートの集計結果が出

ました。クラブ戦略委員会での分析・意見交換等

はまだ済んではおりませんが、本日は戦略委員会

のメンバーでもある金髙直前会長が、担当卓話の

中でアンケート内容のさわりをお話ししていただ

けるとのことです。 

戦略委員会でも今後、分析・検討し、将来のク

ラブ運営に役立つ提言をしてまいりますが、まず、

会員の皆様もお話を聞いていただき、お一人お一

人が考えていただきたいと思います。よろしくお

願いいたします。 

・次週は 17時 30分より例会、18時 10分よりク

リスマス家族会です。 

・クラブ協議会の資料をポスティングしておりま

す。出欠及び資料の返信を 1月 8日までにお願

いします。 

・・・・芸術・文化同好会芸術・文化同好会芸術・文化同好会芸術・文化同好会    
曽我部曽我部曽我部曽我部    律夫律夫律夫律夫    

1月 16日オペレッタ(こうもり)の観劇会を行い

ます。午後 4 時開演です。御間違いないように願

います。14名の御参加をいただき有難うございま

した。なお、1 枚チケットが余っています。どな

たか会員または御家族の参加はありませんでしょ

うか？終演後劇場と同じビル内のレストランで夕

食会を行います。こちらにも多数御参加下さい。

後日出欠の御返事をいただきます。 

なお、事前に DVD または CD を見てみたい、

聴いてみたい方は本日 DVD4 つ、CD2 つを持参

していますので曽我部まで御知らせ下さい。 

 

 

    

    
 
 
 
 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

2015 年 12 月 25 日 第 1572 回例会 
疾病予防と治療月間 

◎本日のプログラ◎本日のプログラ◎本日のプログラ◎本日のプログラムムムム    ◎次◎次◎次◎次々々々々週週週週((((1111 月月月月 8888 日日日日))))のお知らせのお知らせのお知らせのお知らせ    

･ソング･ソング･ソング･ソング        ♪｢♪｢♪｢♪｢君が代君が代君が代君が代｣｣｣｣｢奉仕の理想｣｢奉仕の理想｣｢奉仕の理想｣｢奉仕の理想｣♪♪♪♪    

･お祝いと表彰･お祝いと表彰･お祝いと表彰･お祝いと表彰    

････卓話卓話卓話卓話    

｢｢｢｢新年あいさつ新年あいさつ新年あいさつ新年あいさつ」」」」    

会長会長会長会長    中林中林中林中林    邦友邦友邦友邦友    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    ランゲランゲランゲランゲ「「「「幸福幸福幸福幸福」」」」    

2012012012015555－－－－2012012012016666 年度年度年度年度        

国際ロータリ国際ロータリ国際ロータリ国際ロータリー会長ー会長ー会長ー会長    K.R.K.R.K.R.K.R.ラビンドランラビンドランラビンドランラビンドラン    

                    〈四つのテスト〉１．真実かどうか〈四つのテスト〉１．真実かどうか〈四つのテスト〉１．真実かどうか〈四つのテスト〉１．真実かどうか        ２．みんなに公平か２．みんなに公平か２．みんなに公平か２．みんなに公平か        ３．好意と友情を深めるか３．好意と友情を深めるか３．好意と友情を深めるか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４．みんなのためになるかどうか４．みんなのためになるかどうか４．みんなのためになるかどうか    

Be a gift to the worldBe a gift to the worldBe a gift to the worldBe a gift to the world    

世界へのプレゼントになろう世界へのプレゼントになろう世界へのプレゼントになろう世界へのプレゼントになろう    

――――    会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶    ――――    

――――    幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    ――――    

・例会終了後、1 月度定例理事会が開催されます

ので、理事役員の方はご出席よろしくお願いし

ます。 

･例会（･例会（･例会（･例会（17171717：：：：30303030～～～～    ））））    

････クリスマス家族会（クリスマス家族会（クリスマス家族会（クリスマス家族会（18181818：：：：10101010～～～～    ））））    

――――    同好会同好会同好会同好会報告報告報告報告    ――――    



職業奉仕委員会職業奉仕委員会職業奉仕委員会職業奉仕委員会    
｢職業奉仕｣は難解か？｢職業奉仕｣は難解か？｢職業奉仕｣は難解か？｢職業奉仕｣は難解か？        
(前回より続く) 

 私は｢奉仕は個人の職業倫理に基づいて、奉仕の

心を職業社会にそして一般社会に実践するもので

ある。｣と言いました。ロータリークラブとはロー

タリアンの集合体であり、奉仕の機会をロータリ

アンに与えるだけのものであります。職業を持っ

ているのはロータリアン個人ですから職業奉仕の

実践ができるのであって、職業を持たないロータ

リークラブが如何にして職業奉仕の実践ができる

のかであります。故に、クラブとしての職業奉仕

の実践機能は無く、団体奉仕という概念はないの

であります。ロータリーは個人の奉仕理念に基づ

いて奉仕活動を行います。他の団体と同じ奉仕活

動をしていても内容が同じでも、中身の考え方が

違うのであります。しかし、奉仕活動の実践は個

人で行うのが原則ではありますが、サンプルとし

ての団体例をクラブで示さなければなりません。

これは誤解されている方が多いように思います。 

引用文献 

木越正司：2660地区 2015～16年度のための地区研

修協議会資料｢クラブ職業奉仕委員長の責務｣ ～

職業奉仕の考えを拡めて人材を育成しよう～より 

前年度地区青少年交換委員長前年度地区青少年交換委員長前年度地区青少年交換委員長前年度地区青少年交換委員長    辻村辻村辻村辻村    和弘和弘和弘和弘    
12日(土)15時より、派遣候補生第 2回オリエン

テーション及びクリスマス会に参加して来まし

た。今年は 8名の派遣候補生と 5名の来日学生で、

双方とも元気よく礼儀正しく良い学生ばかりで安

心しました。クリスマス会もローテックスが全て

企画してくれ楽しい会でした。地区委員は去年で

卒業ですが、本当に素晴らしい事業ですので時間

が合えば今後も参加したいと思います。 

｢｢｢｢我クラブの中長期戦略計画我クラブの中長期戦略計画我クラブの中長期戦略計画我クラブの中長期戦略計画    
((((魅力と活力を兼ね備えたクラブを目指して魅力と活力を兼ね備えたクラブを目指して魅力と活力を兼ね備えたクラブを目指して魅力と活力を兼ね備えたクラブを目指して))))」」」」    

金髙金髙金髙金髙    好伸好伸好伸好伸 

社会奉仕社会奉仕社会奉仕社会奉仕委員長委員長委員長委員長    辻村辻村辻村辻村    和弘和弘和弘和弘 

12日(土)12時より、大手前整肢学園のクリスマ

スバザーに中林会長と行ってきました。岡田会員

と福井会員もバザー商品を現地までお持ち下さい

ました。今年度は商品の提供だけでしたが、職員

の方々が一生懸命販売してくれており大盛況でし

た。特に福井会員のまな板は即完売でした。皆様

ご協力有難う御座いました。 

を指摘される意見もありました。やはり、会員増強

と会員の参加意識の向上が不可欠でないかと思い

ます。 

クラブの親睦と同好会活動についての設問につ

きましては、まあまあという評価が多かったと思い

ます。親睦活動委員会も頑張っておられますが、芸

術文化同好会の活動に対して高い評価を挙げる会

員が多かったようです。会員自身が出来るだけ参加

することが大事で、また、家族を巻き込んで親睦を

深めていくことが必要だと思います。 

最後に、単年度制と継続性についての設問に対

し、両方の利点を取り入れ、弾力的なクラブ運営を

していくべきである等の活発な提案がありました。 

中林・・・先週欠席のおわび。 

朝槻・・・寒いですね。 

長谷・・・金髙会員の卓話、楽しみです。 

金髙・・・本日の卓話よろしくお願いします。明

日から娘の応援で東京に行ってきま

す。松田さんありがとうございます。 

木村・・・小林さん、お世話になりました。MAX

感謝！ 

佐々木(裕)・無題。 

瀬尾・・・欠席おわび。 

山本・・・金髙さん、卓話よろしくお願い致します。 

本日は、クラブ戦略計画委員会

の委員として、先日、29名の皆様

から回答して頂いたアンケート結

果を報告させていただきます。ア

ンケート集計後、未だ戦略計画委

員会の討議を経ておりませんの

紙面の都合上｢直近の行事予定｣は今回割愛させて紙面の都合上｢直近の行事予定｣は今回割愛させて紙面の都合上｢直近の行事予定｣は今回割愛させて紙面の都合上｢直近の行事予定｣は今回割愛させて
いただきました。必要な方は、幹事までお問合せいただきました。必要な方は、幹事までお問合せいただきました。必要な方は、幹事までお問合せいただきました。必要な方は、幹事までお問合せ
下さい。下さい。下さい。下さい。    

 

 

 

＜合計＜合計＜合計＜合計    ￥￥￥￥24242424,,,,000000000000    ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥999947474747,,,,392392392392    ----＞＞＞＞    

――――    ニコニコ箱報告ニコニコ箱報告ニコニコ箱報告ニコニコ箱報告    ――――    

～～～～    ｢職業奉仕｣コーナー｢職業奉仕｣コーナー｢職業奉仕｣コーナー｢職業奉仕｣コーナー    ～～～～    

――――    先週の卓話先週の卓話先週の卓話先週の卓話    ――――    

――――    大手前整肢学園大手前整肢学園大手前整肢学園大手前整肢学園報告報告報告報告    ――――    

――――    地区青少年交換委員会地区青少年交換委員会地区青少年交換委員会地区青少年交換委員会報告報告報告報告    ――――    

で、大まかな報告と私個人の意見を述べるにとどま

ります。アンケート内容の詳細と委員会の公式見解

は委員長より後日発表されることと存じます。 

まず、毎週の例会についての回答ですが、満足度

ではまあまあという意見が多かったと思います。出

席者同士が打ち解け親交を深めることには成功し

ている結果と考えられますが、ただ、運営する側と

参加する側の双方にやや緊張感が欠けることもあ

り、マンネリ化や私語や携帯音が多いなど社会人と

しての常識の欠如を指摘する厳しい意見もありま

した。 

 次に、奉仕活動についての回答は、満足度では例

会についてよりやや良かったものと思われます。厳

しい財政状況の中で、社会奉仕、国際奉仕、職業奉

仕の 3 奉仕事業とも頑張っているとの評価でした

が、その中で社会奉仕については事業としては頑張

っているとの評価が高いものの、参加者の固定、負

担の集中、奉仕対象の固定化、長期的観点の欠如等


