
 
 
 
 
 
 
 

第 1416 回例会 17 年 10 月 3日(月) 
於 海南商工会議所 ４F    19:00～ 

 

１．開会点鐘           会長 塩崎博司 

２．ロータリーソング        「奉仕の理想」 
３．出席報告  

会員総数 69 名 出席者数 50 名 出席免除会員 2名 

  出席率 74.63％ 前回修正出席率 83.58％ 

 

４．会長スピーチ         会長 塩崎博司 
 
皆様今晩は、朝夕は秋の気配

を感じるようになりましたが、

日中はいつまでも暑いです。 
 １０月は職業奉仕と米山月

間です。皆様もよくご存知のよ

うに、ロータリーの誕生は今か

ら１００年前アメリカシカゴ

の町青年弁護士ポールハリス

と３人の友人が当時の社会経済の発展の中で商業道

徳の欠如に心を痛めて、お互いに信頼できる公正な取

引をし、職業倫理観の向上をはかり、仕事上の付き合

いが友情関係に発展したグループを構成していった

事が、ロータリー誕生のきっかけとなり、職業奉仕は

ロータリー活動の中で一番目に上げられるものです。 
職業奉仕月間を機会に今一度自分の周囲の職業奉

仕について、振り返ってみようではありませんか。 
又クラブのプログラムとして、職業奉仕委員会の方

で、高校生のインターンシップ（職業体験実習）に取

り組んでいただいています。プログラムの成果を期待

致します。 
ロータリー米山奨学事業は、日本のロータリーの基

礎を築いた米山梅吉氏の功績を記念して設立された

財団で、米山記念奨学会は、勉学や研究を志して日本

に在留している留学生に対し、日本全国のロータリー

クラブ会員の寄付金を財源として、奨学金を支給し支

援する民間の奨学財団です。 
創設の目的は、日本が再び戦争の過ちを繰り返さな

い誓いと「世界に平和日本」の理解を促す事にあり、

留学生が、平和を求める日本人と出会い、互いに信頼

いし合う関係を築き「世界の架け橋」となることを願

って作られたものです。 

２６４０地区の会員一人あたりの寄付金額は日本

国内で３番目にあたります。 
今月より募金が始まりますので、皆さんのご協力を

お願い申し上げます。 
 
５．幹事報告 

○メーキャップ 

和歌山西ＲＣ 平尾寧章君 谷脇良樹君  9/13 

 海南ＲＣ   宮田敬之佑君 宇恵弘純君 9/28 

○例会臨時変更 

 田辺東ＲＣ  10 月 5 日（水）→10 月 7 日（金） 
18:30～ 紀南文化会館 大ホール 

「フジモリ元ペルー大統領をお迎えして」 
 那智勝浦ＲＣ 10 月 6 日（木）→10 月 6 日（木） 

12:30～ 大門坂（大門坂周辺の清掃のため） 
 
６．委員会報告 

○米山記念奨学委員会 田村健治委員長 
  
奨学資金減少にともない員数、支給

額を減らす。 
 10 万円で米山功労者になります。 
 

 
○地区大会記念ゴルフ実行委員会 大澤祥宏委員長 

 
 13 日のゴルフ大会は８０会のご

協力をお願いします。 
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１０月お祝い 

○会員誕生日 

２日 中村文雄君   １８日 山本敬作君 
５日 大江久夫君   ２６日 谷脇良樹君 

１４日 小久保好章君 
○奥様・ご主人様誕生日 

３日 山東久枝様   ２４日 瀬藤憲康様 

１３日 大澤喜久子様  ２５日 小嵐登美子様 

１４日 大川淳子様   ２５日 青木みゆき様 

２０日 岩井まり子様 

○結婚記念日 

４日 角谷勝司君   １８日 田中丈士君 

６日 大沢祥宏君   １９日 木地義和君 
６日 青木美典君   １９日 上中嗣郎君 

１０日 新垣 勝君   ２４日 山東剛一君 
１３日 田中昌宏君   ２５日 荻野昭裕君 
１５日 山野 明君   ３０日 塩崎博司君 
１７日 上芝良造君 
○一般ニコニコ 

小椋孝一君  写真展で入賞しました。 

新垣 勝君  小椋さんおめでとう。 

花畑重靖君  小椋さんおめでとう。 

       温山荘で写真展やります。来て下さい。 

塩崎博司君  ご苦労様です。 

中西秀文君  昨日ソフトボール大会で疲れました。 

林 孝次郎君 花田さんにヨットにのせて頂きまし

た。 

山野 明君  防災について 

寺下 卓君  明日地区大会のリハーサルよろしく

お願いします。 

名手広之君  ＳＡＡさんご苦労様。 

宇恵弘純君  地区大会あと１９日にせまっていま

す。ご協力下さい。 

田村能孝君  記念ゴルフ大会よろしく。 

 

 

 

 

 
 
四つのテストを本気で採用

すべきとき 

 
 何年にもわたって、ロータリア

ンたちは、ロータリーの四大奉仕

の第2に当たる職業奉仕をうまく

表現しようと努カしてきました。

というのは、職業奉仕は定義が非

常に難しいからです。この重要な

奉仕の存在にさらに焦点を当て

ようと、RI 理事会は 10 月を職業

奉仕月間に定めました。 

私たちの奉仕の第 2世紀を始めるに当たって、より

高い倫理基準を確立するという点で、職業奉仕はこれ

までにも増して重要になります。私たちの組織が始ま

って以来、ロータリアンたちは悪しき商習慣をやめさ

せ、人々の信頼を回復させてきました。それぞれの地

域社会や企業のリーダーとして、ロータリアンたちは

地域の人々や仕事仲間の尊敬を勝ち得てきました。近

年、企業の不祥事や信用のおけないインターネット上

の取引が増加する状況下にあって、ロータリアンたち

は人々が信用するに足るサービスを提供することが

できます。 

倫理は、私たちのどのような行動にも必要ですが、

特に事業において重要です。今こそ私たち全員が「四

つのテスト」を本気で採用すべきときです。「1.真実

かどうか 2.みんなに公平か 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」という四つ

の質問を注意深く読めば、成功に必要なすべての要素

がそこにあることを私たちはすぐ見つけ出すことで

しょう。 

 

職業奉仕で青少年を導く 
 

 職業奉仕は、若い人々が将来の職業を身につけるに

あたり手助けするいい方法です。学生たちは面談や職

場実習によって、特定の職業や専門職務についてよリ

深く学ぶことができます。ロータリークラブは商工会

議所や地域の会社と連絡を取リ、従業員教育、基礎的

知識の訓練、雇用相談、履歴書の準備など、就職のた

めに必要なものを用意することができます。 

 多くの国々で、私たちは若年層の失業率の増加を目

の当たりにしています。仕事に就くあてのないまま毎

朝目を覚ますということは、気持ちをとても落ち込ま

せるものです。この問題は、青少年たちが、自分は取

るに足らない人間だと思い、絶望し、さらには彼らを

犯罪行為にまで追いつめかねません。 

 ロータリアンは若い人々が仕事をもち、社会人とし

ての生活を、安心して始める環境を整えるに足る手段

と能力をもっています。私たちは彼らに情報を与え、

教育し、訓練することもできます。地域社会のリーダ

ーとして、私たちはすでに最も重要な要素、すなわち、

主導権が必要とされる、ほかのグループや組織との連

係をもっています。 

 青少年のための多くのプログラムを通して、私たち

は職業奉仕で青少年を導くことができます。青少年は

私たちの未来です。そして職業奉仕は、私たちすべて

に役立つ、よりしっかリとした基盤づくリの鍵といえ

るでしょう。 

 職業奉仕は、人々がより良い人生、より良い社会規

範、より良い世界を築くための手助けとなります。職

業奉仕こそは、私たちの標語「超我の奉仕」を実践す

るためのすばらしい手段なのです。 

 Carl-Wilhelm Stenhammar 
2005-06 年度 
国際ロータリー会長 

会報委員会 委員長 山野 明 副委員長 上野山雅也  嶌村佳郎 吉田昌生 山東剛一 柳生享男 


