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京 都 東 山 ロータリークラブ
会長テーマ

『親睦を深め、世界に翔こう～』
～子供たちの心に残る「ふるさとの創造」

「難解・職業奉仕」

稲本 初弥
渡邊 恭章会員

地区スローガン

『ロータリーの原点に返る』
誠意をもって語り合い、勇気をもって共に未来へ

職業奉仕にはロータリーの原点であり木の幹であり、その上にいろいろな
奉仕の花が咲いていると云われております。一般的に職業奉仕とはロータリ
アンはそれぞれ何らかの職業を持っているのだから、その職業を通じて奉仕
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をすればこれすなわち職業奉仕であると思っています。所が厳格な職業奉仕
理論によると、これは間違いだというのです。

「職業奉仕」奉仕の理念の実践
職業奉仕委員会 委員長 松井 信五

例えば大企業の社長が私は何万人もの人を雇用し、その生活の向上の為努
力しているのだから職業奉仕だと云いますと、それは職業奉仕ではない、奉
仕ですら無い、何故ならあくまで自分の欲望の為行っている行為だからと云

「人間の幸福とは何かというと、これは実に人さまざまです。しかし、一般的

います。またゴルフ場を経営者が市民に無料で開放した。これは職業奉仕で

にいって、人間は自分が充実していないと感じるとき不幸であると言えます。

はなく社会奉仕だと云います。医師や弁護士が無料で相談会を開催した。こ

事情はどうであれ、社会のために役立っていないと感じるとき、社会の建設的

れも社会奉仕だと云います。

な一員でないと考えるとき不幸だと感じるでしょう。逆に、人間は自分が充実
しているとき、社会のために役立っていると感じるとき幸せであると言えまし
ょう。ロータリアンは他人の生活を豊かにするために忙しく努力しています。

本日の例会
-平和構築と紛争予防月間-

職業奉仕がロータリーの魅力の一つになっている訳はここにあります。」
引用が少し長くなりましたが、これはロータリー友・１９８９年１０月号に

開会点鐘 〔１２：３０〕

ソング「四つのテスト」演奏

於：コクーン

前回例会報告
会員数 6３（14）
【1】名
出席者 36（ 5）
【0】名
( )は出席率除外会員

掲載されたヒュー Ｍ. アーチャーＲ１会長の言葉です。
職業奉仕は、自身がロータリアンであることの拠り所のひとつであることを

本日の会合
第８回理事会

【】は名誉会員

出席率

められています。

会長挨拶

来客ご紹介

ライトランチ 「

於：葵殿

未 定 」

クラブ・デー

次回会合 2/１６
幹事報告

例会前
11:00～第１回ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ 於：千草２

ャーＲ１会長の言うロータリーの魅力になっているかどうかを改めて追求して
行きたいものです。

次回例会
２月 16 日 12：３０～

この職業奉仕こそがあらゆる奉仕活動の「根幹」ではないでしょうか。ロータ
リーの根幹をなす職業奉仕はロータリーの金看板であるかどうか、またアーチ

1名

※休会者を抜いたため

言われ、
「四つのテスト」に基づき地域でその業種を代表する人材が自己の職業
を「天職」と捉えて、その職責を通じてロータリーの理念を実践することが求

ゲスト

％

第 2515 回
出席率（70.58）％（含Ｍａｋｅ ｕｐ）

再確認し、自己の職業を通してそれぞれの職業における道徳観、倫理観を高め
て社会に奉仕するという理念です。ロータリーの基本理念は職業奉仕にあると

―

ビジター 0 名

閉会点鐘 〔１3：0０〕？

12:00～情報集会リーダー会議 於：葵殿ﾛﾋﾞｰ

例会後/第２回次年度理事会 於：コクーン

地区の 2020-21 年度職業奉仕講演

【同好会】

極めつけは、お金をもらわない無料のサービスは社会奉仕。お金をもらうの

■

は職業奉仕と云われています。こうなると職業奉仕は禅問答より難解で手強

が今年度はオンライン形式で２月２０

第４回京都東山ＲＣゴルフコンペ

いものだとつくづく思います。

日（土）１３時から開催されます。内

■開催日：令和３年３月９日（火）午前

これが又、ロータリーの一つの魅力になっているのかもしれません。

容は、「人間とＡＩ－私たちの職業の

８時４０分スタート（６組）予定

未来を考える－」と題しての講演と座

—

幹事報告

希望の会員は、〆切が２月１０日とな

❀１００％出席表彰
１３年間

平野

俊雄君

っておりますので、お急ぎ事務局にお

【ニコニコ箱・特別寄付】1/5

2 月 1 日より、ロータリーレートは、

申し出ください。

ニコニコ箱

１㌦＝104 円です。（現行 104 円）

計

■
丈尋君

■

２日

小林

一恵君

１６日

谷川

博造君

２６日

井川

真奈さん

２日
４日

❀結婚記念日
木村

安輝君

２日

川中

丈嗣君

３日

加藤

丈尋君

５日

会長（理・役）本田修造

中塚

浩君、おめでとうございます。

中村（弘）君、福留君、井川君、池田君

■

６月に台北にて開催予定でした国

正浩君、坂田

均君、お誕生日おめで

際大会は、残念ながらバーチャルで行

とうございます。

有難うございました。

われることが決定されました。登録さ

・スキーの滑り、横尾さんにちょっとほめ

れていた会員には、返金処理が順次行

られました。今年もよろしくお願いしま

本日は、食事なしでの例会とな

われるとのことです。バーチャルでの

す。

ります。お帰りの際、出口でお弁当

開催要項などは、後日案内されるよう

・誕生日自祝＆結婚記念日自祝。

をお渡しさせていただきます。

です。

皆様おめでとうございます。

布施君、渡邊君

郡 君

坂田君

2650 地区ガバナー 松原 六郎

Ｓ．Ａ．Ａ．（役）中村吉晴

会計（役）竹之内米貴
・

小山君、中塚君、岡武君

・青山 真由美君、木村 安輝君、村岡

会長エレクト（理・役）/副会長（理）布施栄一

赤木厚

もどうぞよろしくお願い申し上げます。

した内藤会員、茂山会員、高橋会員、

奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ（理）福留幸一

・

・明けましておめでとうございます。本年

４名が参加されました。
お疲れ様でございました。

引っ越しのお手伝いいただきま

ｸﾗﾌﾞ管理（理）小森直之

副幹事 内藤葉子

累計588.000円

・歳男 小山 信一君、安澤 英治君、

側にあります。

■

2020-21 国際ロータリー会長 ホルガー・クナーク

25％

顧問島田先生はじめインターアクター

ペルの方に進んでいただければ左

正浩君夫人 恵子さん ２１日

達成

41.000円

催され、寄本委員長、岡武地区委員、

館エレベーターで７階で降り、チャ

正隆君夫人

第２回インターアクト研修会が、

２月７日（日）にオンライン形式で開

場所は、南館７階となります。東

江向 耕一郎君夫人 節子さん
村岡

先月 18 日に無事、事務局の引

っ越しが完了しました。

❀ご夫人お誕生日

※参加の方は、ＲＣ事務局又は中川迄お願い致します。

■ 今月のロータリーレート

❀お誕生日
加藤

＜TEL：077-558-0121＞

談会です。参加費は無料ですので、ご

—

今 月 の お 祝 い

連続

■開催場所：琵琶湖カントリー倶楽部

直前会長（理・役）小坂文夫

広報（理）村田好謙・

ｸﾗﾌﾞ奉仕（理）吉田武雄

高橋一也副Ｓ．Ａ．Ａ．茂山忠三郎

・

藤居一彦

幹事（理・役）村岡正浩

会員増強（理）岡武和暁

ｸﾗﾌﾞ戦略策定（理）坂田 均

社会奉仕（理）青山真由美
・

大倉英士

・

江向耕一郎

国際奉仕（理）山田幸一郎
副会計 中塚 浩

青少年奉仕（理）安倍秀風
地区インターアクト委員会 委員 岡武和暁

・100％出席自祝。

上村君、中川君

・明けましておめでとうございます。御年

・誕生日自祝。

村岡君

が皆様にとって幸多き年であります様

・夫人誕生日自祝。

本田君

に。

クラブニコニコ
計

52.000 円

達成
累計

50％

坂田君

・今年もよろしくお願い致します。

324.000 円

・明けましておめでとうございます。本年も

・明けましておめでとうございます。本年

どうぞよろしくお願い申し上げます。

もゴルフ同好会、よろしくお願い致しま

小山君、川中君、松井君

す。

中川君

中村（弘）君、加藤君
・本年もよろしくお願い致します。 江向君
・安倍 佑風様、本日はありがとうございます。
鈴木君、小山君、安澤君
吉田（武）君、布施君、井川君
竹之内君、内藤君、渡邊君

米山記念奨学金 達成 19％
計

１0.000円

累計

230,000円

歳男

・1月３日、奨学生の｢王 文聡｣君」と八

小山君

神社でご奉仕しました。今年も米山奨学

安澤君

会をよろしくお願いします。

池田君

表彰・お祝の皆様
おめでとうございました!!

中塚君

・歳男 小山 信一君、安澤 英治君、
中塚

浩君、おめでとうございます。

希望の風 達成 10％
計

0円

累計

20,000円

山田君、寄本君
・青山 真由美君、木村 安輝君、村岡
正浩君、坂田

均君、お誕生日おめでと

うございます。
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【251５】

「 ～歳男放談・丑～ 」

渡邊君

・仲間の皆様、賀状ありがとうございまし
た。

小林君

・誕生日自祝。

ロータリー財団

青山君

達成 37％

計65.000円

累計478,000円

・R財団協力金。
松井君、江向君
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

例会/火曜日 12:30～ｳｪｽﾃｨﾝ都ﾎﾃﾙ京都 姉妹ｸﾗﾌﾞ：新竹ＲＣ（台湾）、金沢南ＲＣ

