
 
 

点鐘 
合唱      君が代 奉仕の理想 
ビジター紹介      
◎ 都 城     堀之内芳久 
◎ 都城北     なし 
◎ 都城中央    鵜島 勝美       各氏 

□会長の時間        小田 賢一 
みなさん、こんにちは。 

 １０月に入りました。ガバナー公式訪問や地区大会

などの行事がある月ですので、クラブの皆様方よろ

しくお願いいたします。 

 今月はＲＩの行事では「職業奉仕月間」、併せて日本

のロータリーでは「米山月間」です。 

  職業奉仕について、ロータリーの誕生を読みます

と・・・、 

２０世紀初頭のシカゴの著しい社会経済の発展の

陰で、商業道徳の欠如が目につくようになっていま

した。ポール・ハリスはこの風潮に堪えかね、友人３人

と語らって、お互いに信頼のできる公正な取引をし、

仕事上の付き合いがそのまま親友関係にまで発展

するような仲間を増やしたい、という趣旨でロータ

リークラブという会合を考えた、とあります。 

  このように歴史的に見ても、ロータリーとは職業

倫理を重んずる実業人、専門職業人の集まりです。 

 現在、職業奉仕はロータリーの四大奉仕の中でも、

最も大切な奉仕活動部門になっています。 

 ロータリーの綱領の第２にも「事業および専門職務

の道徳的水準を高めること。あらゆる有用な業務は

尊重されるべきであるという認識を深めること。そ

してロータリアン各自が業務を通じて社会に奉仕す

るために、その業務を品位あらしめること。」とあり

ます。 

  つまり職業奉仕の根本は、クラブで養われた奉仕

の精神を自分の職業の中で生かすこと、わかちあい

の心を持って、自分の職業を通じて社会に貢献する

ことであります。 

  ロータリーアンの職業宣言(１９８９年に規定審議会

で採択)には、次のようにあります。 

１)職業は奉仕の一つの機会なり心に銘せよ。 

２)職業の倫理的規範、国の法律、地域社会の道徳基準

に対し、名実共に忠実であれ。 

３)職業の品位を保ち、自ら選んだ職業において、最高

度の倫理的基準を推進すべく全力を尽くせ。 

４)雇い主、従業員、同僚、同業者、顧客、公衆、その他事

業または専門職種上関係を持つすべての人に対し、

等しく公正なるべし。 

５)社会に有用なすべての業務に対し、当然、それに伴

う名誉と敬意を表すべきことを知れ。 

６)自己の業務上の手腕を捧げて、青少年に機会を開

き、他人からの格別の要請にも応え、地域社会の生活

の質を高めよ。 

７)広告に際し、また自己の事業または専門職務に関し

て、これを世に問うに当たっては、正直専一なるべ

し。 

８)事業または専門職務上の関係において、普通には得

られない便宜ないし特典を、同僚ロータリーアンに求

めず、また与うるなかれ。 

 このように「ロータリーアンの職業宣言」が８項目あ

りますが、その具体的な実践基準として「４つのテスト」

－言行はこれに照らしてから－があります。 

社会生活の中で、個人生活の尺度として、また人生

の指標として 

     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、あります。 

 職業奉仕にふさわしい言葉でありますが、問いかけ

るだけであります。答えは実行するわれわれ一人一人

が出す以外にないと思います。         

 会長の時間でした。 

 

□幹事報告          小俵  武 

○ 都城北ＲＣ………特別休会   10/30（火） 

○ 都城ＲＣ…………例会場変更  11/2（金）12:30- 

大淀開発  ＊職場訪問のため 

○ ガバナー事務所… 

「中越沖地震災害義捐金」お礼 1.943.666円 

   月信１０月号・米山資料の訂正について 

週 報 第１５４４回  平成１９年 １０月３日

    会長 小田 賢一 
    幹事 小俵  武 
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○ ＲＩ本部…国際大会ご案内2008.6/15-18 ﾛｻﾝｾﾞﾙｽ 

○ 地区大会…10/21（日）ﾌｪｧｳｴﾙﾊﾞｰﾃｨ参加について 

       ＊宿泊場所の連絡…ﾎﾃﾙﾒﾘｰｼﾞﾕ 

○ ＲＩ会長代理の決定の連絡… 

第3650地区ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ 全 淳杓 氏    

（ﾁｮﾝ.ｽﾝ．ﾋﾟｮｳ ｿｳﾙ南大門ＲＣ） 

○ 串間ＲＣ…IA年次大会報告書（ＤＶＤ．ＣＤ） 

○ 九州財務局………「九州ざいむ」110号 

□クラブ報告事項 
＊ 本日 18:30-さかな市場  職業奉仕委員会 

＊次週  田村 智英ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問 

会長幹事懇談会（４役） 11:00-12:15 

例 会 12:30-13:30  写 真  13:30-13:45 

ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ  13:45-15:15 

＊１０月例会出席予定表をご提出下さい（回収率７５％） 

＊食事把握のため宜しくお願いいたします。 

□出席報告 

会員数     6４名 

出免数      ５名 

出席数     ４９名 

出席率     83.05％ 

前々回修正出席率 9/19 91.38％ 

前回修正出席率 9/26 87.93％ 

 

届出有 棈松 岩下 川元 甲斐 外山

藤岡 吉田勉 鬼束 久保  

中村静 

ＭＵ有会員 

9/２8  都城 

9/29 日南中央 

 

9/26  理事会  

 

 

10/2  北 

 

なし 

小田 小俵 中村七 岡崎  

棈松  

小田 小俵 棈松 大峯 三坂

鳥集 中村七 平川 岩橋  

吉元 

鮫島   

ＭＵ無会員 

9/19 

 

脇丸 久木野 盛田 川口  

要ＭＵ会員 

9/26  

  

河村 吉田努 吉田勉 串間 

鬼束 中村静 盛田  

 
□委員会報告 

□本日のプログラム 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
米山奨学会 岩橋 辰也 委員長卓話 

□ＳＡＡ報告          鳥集 寿一 
◎ ニコニコ箱 
都城・堀之内芳久…焼き肉カーニバルのチケットの購入よ

ろしくお願いいたします 
小田 賢一…岩橋（米山）委員長の卓話大変ありがとうご

ざいました 
鳥集 寿一…早退のご無礼をお許し下さい 
鎌田 継男…退院出来ました。元気になりました 
中山 忠彦…弊社アレンジトラベルの新店舗オープンに西

クラブより花輪及びお気持ちを頂きありがと

うございました。明日までオープンイベント

で抽選会をしておりますので遊びがてら来店

いただければ幸いです 
河村 邦彦…結婚記念品を頂いて 
草水 正義…結婚記念を頂いてありがとうございます 
最勝寺俊昌…       同じ 
◎ 米山奨学会 
岩橋 辰也…米山月間を迎えその長き歴史とご貢献頂いた

皆さんに敬意と感謝を捧げます 
岡崎  誠…米山奨学会へ。岩橋委員長頑張って下さい 
吉元 鉄夫・土持  修・今井 幸夫・鳥集 寿一 
天水 金作…       同じ 
吉原 信幸…本日は岩橋委員長卓話有難うございました 
◎ ロータリー財団 
河村 邦彦…ロータリー財団へ 
◎ 今後のプログラム 
１０／１７  職場訪問…岡崎鶏卵（志比田）  
１０／２４  地区大会報告 
 10／3 計 
ﾆｺﾆｺＢＯＸ 24,000 143,000
ｺﾞｰﾙﾄﾞ BOX 3,040 42,432
ﾛｰﾀﾘｰ財団 11,600 155,000
米山奨学会 66,000 299,000 
教育振興基金 0 158,000

＊竹と風の学校    31,466 
雑誌会報委員会 

志摩 誓啓 吉田  勉 鮫島 孝慶 馬渡 秀光 
甲斐 克彦       ロータリー事務局 制作 

         インターネット委員会 
福永 直人  馬渡 秀光  今井 幸夫  前田 利秀  藤岡 成学  


