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第3169回例会
プログラム
卓話
藤本浩美様
(㈱アイ･シー･シーメディア推進部)
テーマ｢番組制作を通じて感じた地元の魅力

国
歌｢君が代｣
ロータリーソング｢奉仕の理想｣
9月度のプログラム
４日卓話藤本浩美様
(㈱アイ･シー･シーメディア推進部)
11日 ローターア外現状報告
18日 第3回研修例会パネルトーク
大森一人君光寄賢一君田中由美君
コーディネーター磯部茂君
25日ガバナー補佐訪問野扶章夫君(一宮RC)
クラブ協議会
会員誕生日おめでとう
村川文穂君(9月２日)
榊原 譲君(9月 ９日)
日野正美君(9月19日)
小出和志君(9月26日)
野扶章夫君(9月27日)
会員夫人誕生日おめでとう
山田一仁君夫人容子様(9月 ５日)
榊原 譲君夫人真由美様(9月 ９目)
杉由貴暗君夫人陽子様(9月 ９日)
近藤和夫君夫人脱 子様(9月15日)
鎌田芳彰君夫人奈美子様(9月16日)
吉山佐人規君夫人ネリア様(9月23目)
大森一人君夫人喜代子様(9月30日)
結婚記念日おめでとう
大森輝英君(9月19日)
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E‑Mail:rc138@lily.ocn.ne.jp
会
長磯部
会長ｴﾚｸﾄ猪子
副 会長加藤

茂 幹
事則竹仲也
識見 副 幹事桑原 英寿
恭平 広報会報委員長小島 幹人

第3168回例会の記録
2014年8月28日(木)
会長挨拶
磯部茂
先週例会挨拶の折､各地で集中豪雨による災害が
出ている旨お話ししましたが、それから1週間経ちＴ
Ｖなどの報道であれほどの大災害になっていようとは
思っていませんでした｡改めて亡くなられた方々のご
冥福と被害にあわれた皆様にお見舞い申し上げま
す。
さて､本日はロータリー研修例会の第2回目です。
講師に豊橋ゴールデンクラブの井上穂君をお迎えし、
ロータリーの真髄に触れる深い内容のお話を聴ける
機会を得ましたことをうれしく思っています｡私も真剣
に拝聴し自分のロークリー観を深めていければと思
います。
また、9月18目にはシリーズ例会の3回目としてパ
ネルトークを開催いたします。
多くの会員皆様のご出席をお待ちしております。
委員会報告
出席報告
現在の会員数
木目のビジター
本日の出席数
他クラブ出席数
木目の出席率
前々回の出席率

委員

石川敏
91名
3名
52名
12名
70.32％
９７．２６％

ニコボックス
☆井上穂君(豊橋ゴールデンＲＣ)
今日は大変緊張しておりますが、平常心で努め
たいと思います｡宜しくお願いいたします。
☆栗本和夫君(あまＲＣ会長)
磯部会長お邪魔するのを楽しみにしていまし
た。
☆ 臼井幹裕君(あまＲＣ幹事)
先般、鎌田芳彰分区ゴルフ実行委員長、伊藤
幸一君､伊藤光治君に当クラブの例会へお越し頂
きありがとうございました｡木目、お礼を申し上げに
参りました｡宜しくお願いします。
☆ 日野正美君
長男一家に男の子が生まれました｡私にとって5
人目の孫です｡またしばらく孫に振りまわされること
になりました。
☆磯部茂君則竹伸也君
本日、第2回研修例会に豊橋ゴールデンロータ
リークラブの井上穂君を講師にお迎えした喜
びで／／
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プログラム ＊＊＊＊＊＊
第2回研修例会
井上穂君(豊橋ゴールデンRC)
テーマ｢ロータリーは今！｣

皆さんこんにちは｡よろしくお願いします。
今年の4月末に磯部会長より丁寧な書状を頂きま
した｡木目の卓話依頼です｡勿論私は吃驚仰天の
後ずさりでした｡本年度近藤ガバナーは、｢ロータリ
ーは過去どんな風だったか歴史に学び､現在どの
様になっているかをしっかり見すえ…｣とガバナー
の考え方､また不易流行とガバナーの思いを､ガバ
ナー方針として地区便覧に記され､磯部会長は創
立65年の節目にあたり｢創始の精神とロータリーの
原点を常に心に刻みクラブ運営に努めたい｣と、こ
のガバナー方針を視野した会長方針を会長挨拶に
綴られました。
木目のテーマをガバナー方針と会長方針を踏ま
え｢不易な理念を学び､未来へ理想を求めよう｣とさ
せていただきましたが､正直、当方にとっては大変
なテーマです｡浅学ゆえの愚見はお許しいただき、
爪先立ちせずに務めさせていただきますので､どう
ぞよろしくお願い申し上げます。
さて､ガバナーの歴史に学び､の歴史とは何か、
会長方針の創始の精神とロータリーの原点を心に
刻み…と記していますが、ロータリーの原点とは何
か｡大変借越ですが､私は｢ロータリーの教養｣であ
る、としました｡ではロータリーの教養とは何か､今
回､整理し具体的に7項目を抽出しました｡その項
目に基づいて説明させていただきます。
教養の最初は｢ロータリーの目的(綱領)｣です。
ロータリーの綱領で考えます｡綱領の主文である、
有益な事業の基礎として｢奉 の理想｣を鼓吹し､こ
れを育成し､とありますが､まず｢奉仕の理想｣とは口
−タリー章典にロータリークラブはどこでも一つの基
本となる理念｢奉仕の理想｣を持っている｡それは他
人のことを思いやる心にれを私は｢忖度｣とし)と他
人のために尽くす心(｢慈愛｣とする)です｡次に豊
吹し､これを育成し、は鼓吹とは､思想や理念を啓
発すること､でHe
profits most who service bestに
繋がると考えます｡また育成しとは活動をとおして育
むことで､Se ｢ce
above self に繋がる｡つまり主文
は奉仕の理想と二つの標語が語られていると考え
ます。
次に2−は｢ロータリーの倫理訓｣です｡綱領の主
文の次に各項を鼓吹､育成することにある､の文章
の2の職業奉仕に関する項目に該当します｡この倫
理訓は1915年に採択され11条で構成されていま
す｡特にその3項には正義と道徳に基づかない成
功は､欲する者ではないことを自覚すべしと厳しい
表現で記しています｡この倫理訓は職業奉仕の基
盤でロータリーを貫く信念でもあります。

次に3−の｢決議23−34｣に関してですが、ロー
タリアン全て、個人生活、事業生活、社会生活に
｢奉仕の理想｣を適用する事と綱領の3項に記され
ています｡この決議23−34はロータリーの思想を
体系化したもので､多くのロータリアンの心を支えて
います｡6条からなり1条から5条までがロータリーと
は何かの総論で6条だけが各論で団体奉仕をする
際の規則を示しています｡他と重複する奉仕活動
の禁止､大規模な活動の制約、宣伝目的の活動の
禁止､あくまでも奉仕の原ｍは個人であり､クラブで
行う活動はサンプルにすぎないという社会奉仕事
業の指針でもあります。
次に4−の｢二つの標語に｣ついては､綱領で少
し触れさせていただきました｡この二つの標語はキ
リスト教文化と類似性があると言われました｡その類
似性については又の機会にて､次に進みます｡お
許しください。当方の愚見ですが､今、｢会員一人
ひとりが個人､職業､地域社会でロータリー運動の
実践が今求められている｣ように感じます。
次に5−は｢大運宣言｣です｡天運宣言の第一条
には､企業人である前に､道義を重んじる人であれ
と記されています｡道義を無視していわゆる事業の
成功を獲んとする者は会員になれない｡人連ロータ
リークラブは企業人であるまえに道義を重んじる人
が集まる団体です｡この道義とは､人として行う正し
い道､道徳､道理です｡この道義を重んじるロータリ
ーは､武士道だといわれております。
1907年､松
平定信は寛政の改革で塾内の教育は朱子学とす
べしとしました｡朱子学は｢学の要は道を知るにあり、
詞章訓話にあらず｣つまり学問とは人の道とは何か
を知ることであり、学問の形に拘わるものではない。
人たるものは道義に生きよと教えています｡まさにロ
ータリーの理念と相通ずるものがあります｡同様にノ
ブレス･オブリージュの騎士道も同様で身分の高い
ものは社会的な責任と義務を伴うというヨーロッパ社
会の基本的な道徳観であります｡以前のロータリー
クラブは武士道と騎士道に同類で並べられていまし
た。
次に６−の｢ロータリーソング｣です。｢我らの生
業｣の歌詞に大変興味をそそられます｡この歌のキ
ーワードは和らぎ睦びです｡これは聖徳太子の憲
法17条の1の文脈に｢上和らぎ下に睦び｣というフ
レーズがあります｡現代文に直しますと、最初から
自説を通そうとすると､相手の言う事がノイズに聞こ
える。どこがゴールかをお互いが探す態度であれ
ば､それぞれが相手の言う事をシグナルとして受け
取とることが出来る｡といった事からロータリアンとし
て例会での心構えを作詞したと考えています｡奉仕
の理想の心を有した人が集い、和らぎ睦びで触れ
合う､まさにこれがロータリーの不易であり、次世代
にしっかり繋げなければと考えます｡我々が先人か
ら引き継いだロータリーの心を確固として。
拙い愚見でしたが､少しでも御クラブのお役にた
てれば幸甚に思う次第です。
ご静聴ありがとうございました。
例会変更案内
クラブ名
尾
西
尾張中央
尾張中央
江
南
一宮中央
稲
沢
あ
ま
※

例会日
9月

８日（月）

9月10日(水)
9月24日(水)
9月11日(木)
9月17日(水)
9月17日(水)
9月29日(月)

例 会 場
尾西信用金庫本店
名鉄グランドホテル11階
名鉄グランドホテル11階
江南商工会館
一宮商工会議所(17:30〜)
林商事ビル1階
名鉄グランドホテル

時間に指定のないクラブの受付は12:00〜12:30です。

受付
有
有
有
有
有
有
有

