2650 地区ガバナースローガン

『クラブに「個性」と「憧れ」を！』

MEETING ON TUESDAY 12:30
THE WESTIN MIYAKO KYOTO

Sister Club：Hsin-Chu, Taiwan
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ｒ
「日本人の職業倫理
―士農工商の道と心―」
職業奉仕委員長

吉田武雄

学生時代、神主という今の職業が選択肢
上に影も形もなかった私は、旅行業・観光業
に従事する事を目指し、商学部で『観光論』
を選択しておりました。商業史や財閥史の講
義の大半は、忘却の彼方へと旅立って行きま
したが、そこで学んだ松下幸之助翁や渋澤栄
一翁、安田善次郎翁や金原明善翁といった先
人の商道徳や実業の道義については、深い感
銘を受けました。
その影響なのか、三十年が過ぎた今教壇
で神道の歴史について語る時、江戸期に神儒
仏老(神道・儒教・仏教・老荘思想)の教えを
交えた「心学」を説いた商人石田梅岩や報徳
思想の農政家二宮尊徳、梅岩の石門心学を受
け継いだ手島堵庵・布施松翁・中沢道二・柴

４６－２５

田鳩翁等の道話や道歌の解説に思わず力が
入ります。
梅岩が日本人の「道と心」を語った書『都
鄙問答(とひもんどう)』の中で、「貪欲な商
人に、利益をむさぼらず無欲であれと教える
のは、猫に鰹節の番をしろと命じるのと同じ
ことではないか?」という質問がなされます。
果たして梅岩の答えは如何に…と、学生達に
興味を持たせて行きます。
梅岩は、アダム・スミスが市場経済によ
る国民の富の蓄積を「見えざる神の手の導き」
と説くよりも 40 年早く、
「天のなす所商人の
私(わたくし)に非ず」と記し、ベンジャミ
ン・フランクリンやロックフェラーが「富は
零細・綿密・確実な利益の長期的な蓄積」と
断ずるよりも遥かに早く「一銭を軽しと云う
べきに非ず。是を重ねて富をなすは商人の道
なり」と教えています。
これら江戸時代の心学や道話の教えが我
が国の誇りとして受け継がれていれば、
（裏面へ続く）

-職業奉仕月間-

本日の例会 クラブ・デー

前回例会報告

開会点鐘
〔１２：３０〕
ロータリーソング♪ それでこそロータリー
会長挨拶
来客紹介
奨学金授与
幹事報告
今月のお祝い
クラブ・フォーラム（創立 50 周年記念事業実行委員会）
担当 創立 50 周年記念事業実行委員長 中村 翠嵐君
閉会点鐘
〔１３：４５〕

会員数 76（28）名 出席者 66（23）名
ビジター 1 名
( )は出席率除外会員 出席率 94.3％
ゲスト
0名
第 2313 出席率 95.45％（含Ｍａｋｅ ｕｐ）

本日の会合

１月１９日（火）
第 2 回次年度理事・役員会
例会終了後「平安の間」

２０１５－１６年度
国際ロータリー会長
K.R.ラビンドラン
第 2650 地区ガバナー
中澤忠嗣

会長(理事) ·········· 岩橋
会長エレクト(理事) ·· 渡辺
直前会長(理事) ····· 小野
副会長(理事) ······· 戸田
幹事(理事) ·········· 岡武
クラブ管理(理事) ···· 木村
(理事) ··· 薮下
広報(理事) ·········· 岸
会員増強(理事) ····· 坂田

忠昭
剛士
富造
義高
和暁
安輝
清三
弘祐
均

次週の例会 １月２６日（火）

東館２Ｆ「山城の間」

クラブ・フォーラム（職業奉仕）
担当 職業奉仕委員長 吉田 武雄君
（ライトランチ）
次週の会合 １月２６日（火）
京都東山ＲＡＣ「新年例会」
19：00～「キャメロン」

ﾛｰﾀﾘｰ財団(役員) ···· 清水 泰博
ﾛｰﾀﾘｰ情報(役員) ···· 稲本 初弥
(役員) ·· 山本 眞也
Ｓ．Ａ．Ａ．(役員) ···· 中島 陽子
職業奉仕(役員) ····· 吉田 武雄
社会奉仕(役員) ····· 郡 正樹
国際奉仕(役員) ····· 安澤 英治
青少年奉仕(役員) ·· 竹之内米貴
会計(役員) ··········
淳二

副幹事 ········· 中村 翠嵐
副幹事 ········· 佐々木虚室
副幹事 ········· 村岡 正浩
副幹事 ········· 布施 栄一
副Ｓ.Ａ.Ａ. ······· 小山 信一
副Ｓ.Ａ.Ａ. ······· 関根 淳子
副Ｓ.Ａ.Ａ. ······· 中村
副Ｓ.Ａ.Ａ. ······· 福川 敦子
副Ｓ.Ａ.Ａ. ······· 谷口 浩三

副会計 ········· 松下 明史
･･松井 信五
················· 中村 翠嵐

事務局：〒605-0052 東山区粟田口華頂町 1 ウェスティン都ﾎﾃﾙ京都 6Ｆ TEL.(075)762-5630 FAX.(075)752-3309 Mail. info@higashiyamarc.com

日本人の職業奉仕の理念は高く尊くあり続
けられたのにと、忸怩たる思いを感ぜざるを
得ません。
大企業・老舗と讃えられる事業所にも不祥
事が続きコンプライアンスが問われる昨今、
年に一度の職業奉仕月間には、欧米の個人主
義的倫理観と日本の集団指向的倫理観、又両
者の宗教観・世界観の相違を感じながら、ロ
ータリーの職業奉仕の理念を見つめ直した
いと思っています。
今月のお祝
❁ １００％出席会員表彰
連続１８年間
小森君
連続 ５年間
関根君
連続 ４年間
中川君
❁ 誕生日
薮下君 ５日 青山君 ７日
渡辺君 １８日 村岡君 １９日
小野君 ２６日
❁ 夫人誕生日
植野夫人
敏江さん
横井君夫人
悠紀子さん
小野君夫人
紀子さん
佐貫君夫人
知美さん
今村君夫人
みずゑさん
小原君夫人
綾子さん
本田君夫人
映子さん
大藤君夫人
綾子さん
平野君夫人
敬子さん
❁ 結婚記念日
今井君 １０日 小野君 ２０日

木村(安)君 １１日
坂田君 ２２日

６日
１１日
１４日
１７日
２０日
２０日
２０日
３１日
３１日
吉田(良)君 ２７日
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第７回定例理事･役員会議事録〈1/12(火)開催〉
1. 前回議事録承認に関する件 承認
2. 京都マラソン２０１６(2/21)ボランティア活動に関す
る件（京都マラソン委員会） 承認
3. 花見例会に関する件（親睦活動委員会） 承認
4. 定款・細則・内規改訂に関する件 継続審議
5. 今年度事業に関する件 継続審議
6. 屏風の修理に関する件 承認
7. 台湾新竹ＲＣ創立６１周年記念式典訪問に関す
る件 報告
8. 新入会員候補者選考に関する件
会員選考委員会へ
9. 事務局のＬＡＮ再構築（パソコン、ＮＡＳ、データ
バックアップ等）に関する件 承認
10. 定款規定９条（出席規定の免除）採択について
承認
第３節(a)項による：岩橋会員、川中会員
第３節(ｂ)項による： 小林会員
11. ２月プログラムに関する件 承認
12. 「創立５０周年記念事業実行委員会より」 報告
13. 次回第８回理事・役員会開催日時決定に関する件
2016 年 2 月 2 日(火) 例会終了後開催 承認

幹事報告
■ インターアクトクラブ創立総会

1/23(土)14：00～「ヴォーリズ学園 ヴォーリズ平和礼拝
堂」に於いて開催され、木村（安）IA 副委員長が出席さ
れます。ごくろうさまです。
■ 地区大会登録締切り

ご登録は本日中に親睦委員長へお願いします。登録
システムの関係上、締切日（22 日）を過ぎますと事前の
登録、取消しができませんので、ご諒承ください。

R.I.第 2650 地区 RLI 委員会 副委員長 岡本俊男氏
会員 藤井眞一氏
例会臨時変更
＊ビジター受付は平常通り
「インドネシア水開発事業について」
ボナンノ ジャンヌカ氏
「あらたまって京都の伝統産業とは？」～74 品目の匠の技～
京都伝統産業ふれあい館 専務理事 八田誠治氏
「故 堀江斎太郎会員 追悼例会」
会員 向井博一氏、佐野友泰氏
-新入会員スピーチ-「自己紹介」
会員 松川重樹氏
「万華鏡-のぞきみる世界」
京都万華鏡ミュージアム代表理事 伊藤知子氏
「災害に強いまち京都を目指して」 京都市行財政局防災危機管理室 地域防災推進担当課長 人見早知子氏
クラブ・デー 第 6 回クラブ討論会
-職業奉仕部門フォーラム-「私と仕事」
㈱堀場製作所 代表取締役副会長 京都北 RC 会員 石田耕三氏
「第 2 回創立キーメンスピーチ」
伊藤義浩名誉会員、山中祥弘名誉会員、岩佐孝雄会員
-会員スピーチ-「四つのテストの思い」
会員 津田定明氏
-ｲﾆｼｴｰｼｮﾝｽﾋﾟｰﾁ- 「雑感（自己紹介）」
会員 森川宏昭氏
「未定」
会員 中央綜合グループ CEO 公認会計士 根岸良子氏
クラブ・デー
「クラブ・フォーラム 25 周年に向けて③」
「京都府のふるさと納税制度と平成 27 年度ふるさと納税による控除の拡大」 京都府文化スポーツ部文化政策課 文化財・資料保全担当課長 平井俊行氏
「伝統産業×国産皮革で創り出す、新しいマーケット」
㈱でんでん 代表取締役 田尻敏寛氏
「『歩くまち・京都』の取組について」
京都市都市計画局 歩くまち京都推進室 企画課長 福田敏男氏、交通施設計画課長 橋本典幸氏
「よもやま話 庭の見所」
会員 ㈱小島庭園工務所 代表取締役 小島裕史氏
職業奉仕フォーラム
「いけばな～花の哲学～」
華道未生流笹岡 家元 笹岡隆甫氏
「絵を描くという事」
画家 京都洛西 RC 会員 久保和子氏

例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30

■ お知らせ

米山記念奨学会

*京都西北ロータリークラブ創立 40 周年記念事業
“わたしたち日本の食文化を知る”ご案内
日 時 2 月 28 日（日）13：30～
第1部 水の恵みと環境を歌う
第2部 パネルディスカッション
会 場 「KBS ホール」
※詳しくはチラシをご覧ください。
お問合せ・お申込み 京都西北ロータリークラブ事務局
TEL075-871-2846 FAX075-881-0031

達成率 49.5％
明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願い
致します。
岩橋君
新年おめでとうございます。
杉﨑君
新竹 RC3,000 回例会に行ってまいりました。 布施君
本年も宜しくお願い申し上げます。
岸君
一助に。
郡君、中川君、山田君

*京都南ロータリークラブ例会場変更及び事務局移転
2016.2.1 より
【例会場】
ホテルグランヴィア京都
京都市下京区東塩小路町 901
Tel（075）344-8888（代表）
【事務局】
京都市下京区東塩小路町 901
ホテルグランヴィア京都 11 階
Tel（075）341-4610 Fax（075）371-3730
Email：rcks＠gold.ocn.ne.jp
※電話、Fax 番号、E-mail の変更はございません。
*京都洛南ロータリークラブ例会場変更
2016.2.1 より
【例会場】
京都東急ホテル
京都市下京区堀川通五条下ル柿本町 580
Tel（075）341-2411（代表）

同好会情報
野球同好会 練習
１月２６日（火）14：00～16：00 「岡崎グラウンド」
２月１１日（祝）12：00～14：00 岡崎グラウンド
*中澤ガバナー杯野球大会（ホストクラブとして運営）
第１日目（予選ラウンド）
２月２０日（土）勧修寺公園グラウンド 8：00～
第２日目（決勝ラウンド）
３月５日（土）岡崎公園グラウンド 8：00～

特別寄付・ニコニコ箱・希望の風 ＜1/12＞
ロータリー財団

計 50,000 円 累計 866,800 円

達成率 56.3％
明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願い
致します。
岩橋君
新年おめでとうございます。
杉﨑君
皆様、新年おめでとうございます。
坂田君
安澤さん、新竹 RC にてお世話になりました。 布施君
自祝。
山中君
*12 月の寄付にて、布施会員は 1 回目のﾏﾙﾁﾌﾟﾙ・ﾎﾟｰ
ﾙﾊﾘｽ・ﾌｪﾛｰになられました。おめでとうございます。

計 49,000 円 累計 599,000 円

ニ コ ニ コ 箱 計 122,000 円 累計 2,050,000 円
達成率 68.3％
お世話になりましてありがとうございます。
京都 RC 三嶋吉晴様
初例会にお招き頂いて。
安倍秀風様
皆様、おめでとうございます。永らく御迷惑をおかけして
すみません。
岩橋君
明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願い
申し上げます。
吉田（良）君、小野君、竹本君、渡辺君、横井様
山中君、磯田君、中村（弘）君、小坂君、柴田君
村田君、本田君、中塚君
清水君、川勝君
歳男の皆様、おめでとうございます。
横井会員、清水会員、竹之内会員、川勝会員、スピー
チごくろうさまです。
松井君、鈴木君、中村（翠）君、小山君、今村君
安澤君、関根君、小森君、岡武君、深海君、寄本君
一月は、職業奉仕月間です。宜しくお願い致します！
吉田（武）君
スリムな会長を拝見してうらやましく思いました。
今井君、小山君、上村君
祝舞、ありがとうございます。
郡君、安澤君
井上（正）君、村岡君、福川君
お年賀を頂いた方失礼致しました。年々頑固爺さんに
なりますが、今年もよろしく遊んでやって下さい。
稲本君
村田先生、ありがとうございました。
西村君
谷川会員、佐貫会員、木村（茂）会員、小坂会員、渡辺
会員、山本会員、松廣さん、お忙しい中ありがとうござ
いました。
中村（弘）君
賀状いつも失礼しています。今年もよろしく。
戸田君
希望の風奨学金
計 15,000 円 累計 264,000 円
達成率 34.3％
一助に。
布施君、谷口君、山田君

