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□会長の時間

各氏

鎌田 博文

皆さん今日は、
日本語の奉仕という意味は自分以外の他人や公
共のため、すなわち「人のため世のために」活動す
ることですが、ロータリーの「奉仕」とは、クラブ
奉仕、職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕のそれぞれで
意味あいが異なります。中でも職業奉仕はロータリ
アン個人の奉仕を、自分の職業を通じて社会に奉仕
する意味であって、ロータリアン本人が「奉仕」し
た結果について受益者になります。入会歴の浅い会
員から「職業奉仕がよく理解できない」とか「職業
奉仕は具体的に何をするのか」ということを聞きま
す。確かに社会奉仕は、社会に対する奉仕でありま
すが、
「職業奉仕」は職業に対する奉仕
ではありません。
「職業奉仕」という言葉は、国語
辞典を開いてみても出ていません。＜ロータリーの
専門用語＞であります。
「職業」とは生計を立てる
ために日常従事する仕事、家業、生業のことであり、
したがって、職業で利益を求めることも、利潤を上
げることも自分のために必要なものであります。
それでは＜自分のためにする職業＞がどうして
世のためになる奉仕と云えるのでしょうか？
すなわち金を儲けることがどうして同時に世の
ため人のための奉仕になるのでしょうか？それは、
ロータリークラブが、職業人の集団である以上、会
員の事業の発展と安定、利益の向上を図ることが、
ロータリー活動を維持し発展させるための前提で
あるからであります。

事業の経営がうまくいってこそロータリー活動も
熱心にできようというものではないかと思います。
最後に、アーサ・フレデリック・シェルドンは述
べています。
「自分の事業の永続性のある発展は、
お客様や取引先や下請負や従業員などの、自分の周
りの人たちの幸せを配慮しながら、適正な方法で合
理的な限度の、経済的な利潤を確保することによっ
て、始めて得られるものであります。
」

□幹事報告

山浦 栄巳

○小林中央ＲＣ…例会変更
4/17（火）→4/19（木）
18:30-えびの市国際交流ｾﾝﾀｰ
＊３ＲＣ合同例会のため
○ 小林中央ＲＣ…例会会場変更 4/24（火）18:30小林市中央公民館
○ 延岡ＲＣ………例会変更
4/25（水）18:30ﾎﾃﾙﾒﾘｰｼﾞｭ延岡 ＊2600 回例会のため
○ ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所…国際大会信任状の扱いについて
○ ｶﾞﾊﾞﾅｰｴﾚｸﾄ…＊地区大会の宿泊について
（お詫びとお願い）
○ 宮崎県地域生活部生活文化課…「維新戦争先鋭
都城島津隊記」送付の依頼

□クラブ報告事項
¾ 次年度委員長の発表
4/14（土）都城北ＲＣ ４０周年記念です

□出席報告

◎ ＳＡＡ報告

会員数
出免数
出席数
出席率
前々回修正出席率
前回修正出席率

届出有

3/28
4/4

６６名
５名
52 名
85.25％
95.08％
93.44％

棈松 岩下 河村 鮫島 鳥集
川元 吉田努 串間 藤岡

ＭＵ有会員
4/6

都城

久木野 中村静 藤岡 土持
棈松 吉元

4/10

北

なし

3/28

理事会

鎌田 山浦 小田 小俵 河中
前田勇 大峯 吉田努 木佐貫
外山

ＭＵ無会員
3/28

平川 福永直 盛田

要ＭＵ会員
4/4

串間 永野 平川 馬渡

□委員会報告

小田 賢一副会長
２００７－２００８年度
各委員長発表
１年間よろしくお願いいたします

勇

◎ ニコニコ箱
都城北・木脇 義紹…久し振りにＭＵをさせて頂いて
中山 忠彦…母に職業奉仕賞を頂きましてありがとうござ
いました。本人にとつて大変励みになつたこ
とと思います。職業奉仕委員長を初めクラブ
の皆様に感謝申し上げます。
岸良 秋男…先月７年皆勤賞を頂いて、そしてまた中山
会長が職業奉仕委員長を頂いてありがとうご
ざいました
山浦 栄巳…中山荘・会長おめでとうございます
また、親睦委員会の皆様先週の観桜会お疲れ
さまでした
岡崎
誠…中山ヤス子会長の職業奉仕賞心からお祝い申
し上げます
鎌田 博文…中山ヤス子様職業奉仕賞おめでとうございま
す
前田 利秀…母の死去に際しましては大変お世話になりま
した。ありがとうございました
高辺 晃也…観桜会では司会進行として準備不足でご迷惑
おかけしました
岩橋 辰也…中山会長さん職業奉仕委員長おめでとうござ
います
木佐貫鐵蔵…皆様にご協力頂きありがとうございました
萩原 和洋…先週の納涼例会を抱き結婚祝いを頂きありが
とうございました
小田 賢一…観桜会にて結婚祝いを頂きました。ありがと
うございました
三嶋 孝雄…結婚祝いを催促されまして
四季
勝…結婚祝いを頂いて
高橋 五男…結婚祝いを頂きました。ありがとうございま
した
井福 博文…観桜会にて結婚記念品を頂いてありがとうご
ざいました
小坂泰一郎…結婚祝いありがとうございました
小坂泰一郎…観桜会、多数のご参加頂きありがとうござい
ました
小坂泰一郎…観桜会の時のオークション売り上げです
○今後のプログラムの予定
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米山奨学会
教育振興基金

4/25（水）
霧の藏ブルワリーにて献血があります。
よろしくお願いいたします。各新聞社等
にも、献血へのご協力をします。

前田

献血・例会ともに霧の藏ブルワリー
特別休会
会員卓話
4／11
計
457､544
54,000
18､441
3,910
471､800
0
0
360,000
188､000
0
雑誌会報委員会

鮫島孝慶 吉原信幸 岩橋辰也 前田利秀
瀬口増男 ロータリー事務局 制作
インターネット委員会
馬渡 秀光 吉田

努 串間 保寛

□ 本日のプログラム

中山荘 会長 中山ヤス子氏
昭和３１年に中山荘に嫁いできました。
嫁いだ時は、創業４年目で色んな方々からお世話になり、今でも続いてい
ます。社員さんのお陰、また丸山支配人、岸良料理長、感謝しております。
もう５０年になりますが、最近は残り少ない人生だなあと思っておりまし
たら、この賞を頂いて元気が出て来ました。
ありがとうございました。
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福永

忍会員

健康のために薬を飲む用になりました

上田やよい会員
ゴルフコンペで優勝しました。
ゴルフをしてて良かった！
東京に行った時、東国原知事のお陰でいい
思いをしました。

ロータリーと青少年
ここに、青少年と共に活動するロータリーの例を 2 つご紹介します。
• ロータリー財団教育プログラムは、世界中の大学へ留学する 1,500 人近い奨学生を援助しています。
これらのプログラムの一つに、
平和および紛争解決の分野における国際問題研究のためのロータリー・センターがあります。これは将来の外交官や国際的リーダー
を育てるプログラムです。毎年、この分野の修士号を取得するため、70 名の学生が 7 つの有名大学へ留学します。このプログラムに
よって、世界の平和と理解につながるよう、人々に寛容の精神と協力心を培うというロータリーの取り組みがさらに充実します。
• 1927 年以来、ロータリー青少年交換プログラムの豊かな内容によって、世界中の学生やホスト・ファミリーにとってますます可能
性が広がり、さらに人生を充実させることができるようになりました。このプログラムは、ロータリー・クラブが存在する国ならど
こにでも 1 年間の外国留学をすることができるチャンスを与えるもので、15 歳から 18 歳の 8 千人ほどの学生が参加します。

