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PEACE THROUGH SERVICE
R.I.会長テーマ

“奉仕を通じて平和を”
会長 田中 作次

第2680地区 宝塚中ロータリークラブ

本日の例会　　10月9日（水） 次週予告　　10月16日（水）
● ソング

● プログラム

「四つのテスト」
　　　　　　川添　裕照　会員
「卓　話」
　　　　　　那須　範満　会員

● ソング

● プログラム

「それでこそロータリー」
　　　　　　野木　久子　会員

宝塚３RC合同例会
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会長　大西　利哉
　10月最初の例会です、早いものでもう３カ
月が過ぎました。もう(まだ)1/4が終わりまし
た。今月は職業奉仕月間及び米山奉仕月間で
す。
今月の「ロータリーの友」のRI会長メッセー
ジにありますが、職業奉仕は「ロータリーの
目的」の第2の項目をルーツにしています。･･･
つまり、職業奉仕の考え方というのは、私た
ちの仕事は社会に奉仕する一つの手段だとい
うことです顧客へのサービスであろうと、学
生の指導であろうと、患者の治療であろう
と、また、商売、研究、メディアなどどんな
分野であろうと、私たちは能力と高潔さをも
って行う自らの仕事に誇りを持っています。
それぞれの職業がニーズを満たし、自分たち
の務めを遂行できることで、私たちは地域や
社会に貢献しているのです。
　また、｢会員増強をうながす職業奉仕｣より
抜粋ですが、
　･･･Serviceという用語を単純に「奉仕」と訳
すことは、大きな問題があるようです。辞書
を調べると膨大な数の訳語が出てきますが、
シェルドンは｢Service and Conservation 奉仕
の原則と保全の法則｣の冒頭で「奉仕」とは、
何かを定義しています。
　奉仕とは
１．仕事を管理する人たち（企業主）を管理
　　すること。
２．管理される人たち（従業員）を管理する
　　こと。

３．この両者に顧客を加えた集団を管理する
　　こと。
世に有用な職業に従事している人は全員、奉
仕によって物を作り、それを売っているので
す。すべての従業員は、人に役立つものを作
り、雇用主はそれを売っているのです。役に
立つこととは奉仕の別名なのです。･･･

「職業奉仕委員会」
委員長　草野　　旦

職業奉仕を考える
　　―職業奉仕月間に寄せてー
１．職業奉仕の疑問
　・今年から１業種一人ではなく二人とな　
　　る。
　・主婦も参加できるようになる。
　・退職者は退会しなければならないのか？
　・今さら職業奉仕など云わなくても、自ら
　　の職業を正しく務めているのではないか？

会長の時間

プログラム

2 ９月１４日に行われた職業奉仕セミナーに出
席
（深川氏の講演を聞いて感銘を受ける）
3 以下、職業奉仕に関して思うこと
　・ロータリーの出発点（１９０５年　商業
相談所）
　　ポール・ハリス“寛容で親睦と友情の精
神”
　・１９１１年アーサー・シェルドンの「私
の宣言」
　　職業奉仕の確立：“He　profits　most　
who　serves　best．”
　　（他人に最もよく奉仕する者が最も多く
むくわれる）
4 四つのテストの誕生（１９３２年）
（ハバート・ティラーが倒産したアルミ会社
を１０年後に立て直しに成功。商工会議所か
らロータリーにゆずりうける）
“真実かどうか
　　みんなに公平か
　　　好意と友情を深めるか
　　　　みんなのためになるかどうか”

二宮尊徳
　“売り手よし
　　買い手よし
　　世間よし　”
5 国際ロータリー第２６８０地区「職業訓」
（１９８７年及び２００１年地区大会決議）
6 結論
“愛の心をもって　主婦も退職者もロータリ
ー人生を生きるべし”

第974回例会報告 10月2日（水）
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ENGAGE ROTARY CHANGE LIVES
R.I.会長テーマ

“ロータリーを実践し　みんなに豊かな人生を”
会長 ロン・Ｄ・バートン

第2680地区 宝塚中ロータリークラブロータリーを
実践し

みんなに
豊かな人生を

ロン D. バートン
2013-14年度RI会長
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週間報告

メイキャップ出席免除者会員数 算　定 本　日 出席率

前々回
9月18日

本　日 29

29

2

2

27

27

24

22 2

88.89

88.89

２．9月14日に行われた職業奉仕セミナーに出席
　　（深川氏の講演を聞いて感銘を受ける）
３．以下、職業奉仕に関して思うこと
　・ロータリーの出発点（1905年　商業相談
　　所）
　　ポール・ハリス“寛容で親睦と友情の精神”
　・1911年アーサー・シェルドンの「私の宣
　　言」
　　職業奉仕の確立：“He　profits　most　
　　who　serves　best．”
　　（他人に最もよく奉仕する者が最も多く
　　　むくわれる）
４．四つのテストの誕生（1932年）
　　（ハバート・ティラーが倒産したアルミ
　　　会社を１０年後に立て直しに成功。商
　　　工会議所からロータリーにゆずりうける）
　　　“真実かどうか
　　　　　みんなに公平か
　　　　　　好意と友情を深めるか
　　　　　　　みんなのためになるかどうか”
　　二宮尊徳
　　　“売り手よし
　　　　　買い手よし
　　　　　　世間よし”
５．国際ロータリー第2680地区「職業訓」
　　（1987年及び2001年地区大会決議）
６．結論
　“愛の心をもって　主婦も退職者もロータ
　　リー人生を生きるべし”

　　
◯蓮尾　春輝　君
やっと秋らしい夜になりました。とはいえ、
日中は結構暑いようです。
風邪をひかないように御注意下さい。
◯細川　洋一　君
　休んでばかりで、すみません。
◯前田　正明　君
　阪上様ありがとうございました。
◯谷口　敏彦　君　
　先週、頂いた制服を今日着用して来ました。
◯矢野　浩臣　君
　１０月は米山月間になります。
　今月のみ米山ボックスを設置しております
　ので、特別寄付の御支援・御協力をよろし
　くお願い致します。
　　
　　本日合計　　　　　　　　21,000円

本日までの累計　　　　268,000円
　　　　　　　　　　（田村　久子　記）

◆本日のソング
「君が代」「奉仕の理想」

栗田　義博　会員

◆出席報告

◆幹事報告
・3クラブ合同の社会奉仕活動について
　10月16日(水)の合同例会にて、宝塚社会福祉
　協議会テント1張りを寄贈する予定です
　1張り195,900円です　これを3クラブで割る
　と各クラブ65,300円となります
・クリスマス家族同伴例会の回覧まわします
　参加宜しくお願い致します
・例会食事について
　第1週　洋食　第2週　和食
　第3週・第4週　節食(アンケートによる)

「理事・役員会議事録」
日　程　平成25年10月2日(水)
時　間　20時00分
場　所　宝塚ホテル
出席者　大西・前田・田村・小山・阪上
　　　　栗田・中村・蓮尾・草野
内　容
○16日の3クラブ合同例会の社会奉仕活動の各
　クラブの費用の件
○予算書了承
○12月オークションの件

◆スポット
【米山奨学委員会】

委員長　矢野　浩臣
　米山奨学事業は、国際理解と親善を深める
ために優秀な留学生を支援している、日本独
自の事業になります。近年、寄付金の減少に
より昨年は800名の奨学生を支援しておりまし
たが、今年は700名に縮小されています。
　今期はこの宝塚からガバナーが選ばれてい
ることから、目標としている一人当たりの平
均寄付額が年額15,000円以上となりますよう、
特別寄付金の御支援・御協力をよろしくお願
い致します。
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ホームページ
http://www.tknakarc.com

事務所 FAX番号　0797ー83ー1110
事務所 Eーメール　tknaka＠tknakarc.com

【会長・幹事懇親会のお誘い】
栗田　義博　会員

　下山ガバナー補佐年次のOB懇親会が10／19
武田尾で開催されます。会員有志の参加もOK
です。
　参加される方は、来週中に幹事栗田まで連
絡下さい

【宝塚3クラブ合同での社会奉仕活動について】
大西　利哉　会長

　先般、会長幹事会にて「宝塚合同例会のあ
り方」について意見が出されました。せっか
く宝塚3クラブがまとまる時なのでこれを機会
に地域に対して奉仕できないかということで
した。例えば、卓話の講師を依頼する謝礼（5
万円程度？）を抑え、会員の卓話等に変え、
さらにワンコイン（500円～）以上の合同ニコ
ニコ（募金）を出席・欠席に係わらずしても
らう。そうすると各クラブから7～8万円程捻
出できるのではとの試算です。これを宝塚社
会福祉協議会(地域活動用貸出備品など)や宝塚
市の災害用備蓄（毛布など）の一部に充て
て、毎年少しずつ継続して寄付していくのは
どうでしょう。そこに、宝塚3クラブの名を入
れて、新聞社など報道してもらえば市民にア
ピールできるのではないかということです。
卓話は他クラブの卓話を聞く機会がないの
で、できるだけ各クラブ会員の話がよいと思
います。ただ、講師を呼んではいけないとい
うことではなく、あくまでも、3クラブで何か
できないかとの思いです。この趣旨をご理解
の上、ご協力お願いします。
　今回、10月16日(水)が、当クラブがホストで
す。本日より集めさせて頂きます（500円以上
です）。あくまでも、当クラブのニコニコと
別会計です。
　10月2日㈬の集金額　15,300円でした。

ひとくち

集客のためにカフェを導入するコンビ
ニエンスストアが増えています。今年
1月に参入したセブン-イレブンが勢力
地図を一変させました。、あらゆる面
で徹底的に差別化を図り参戦したので
す。これまでは圧力をかけて抽出する
エスプレッソ方式が主流でしたが、セ
ブンはより日本人の嗜好に合わせてド
リップ方式を採用。コーヒー豆は高級
アラビカ種。これを1杯100円という低
価格で販売しました。1日1店舗当たり
約83杯の販売数で推移しており、年間
販売目標は4億5000万杯を見込んでい
るそうです。

▲10月の会員、奥様・ご主人様誕生日・結婚記念日を
　お祝いしました


	974-1.ai
	974-2.ai
	974-3.ai

