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ます。節分というのは、ご存じのとおり年に４
回ございます。季節の初めの立春、立夏、立秋、
立冬の前の日のことを節分と言っております。
いわゆる季節の節を分けるということも意味し
ていると聞いております。季節の変わり目には

会 長 挨 拶

邪気が、また、鬼が生じておりますので今では

会長 植松 昌美君

福は内、鬼は外、また、地域によっては、福は内、

みなさん、こんばんは。１月ももう僅かとなり

鬼は内、という声をしながら豆まきをして健康

ました。今週の週末の２月３日は節分でござい

並びにいろいろな魔除けを行います。また、そ

の他のイベントとしては、大阪の花街で商人が

秋元氏は、時計を着替えることは人生を変える

芸遊びをしながら商売繁盛を願って太巻きずし

きっかけになることを提案しました。彼は音楽

を食べたことが始まりといわれております「恵

の本道として、
「メロディラインは王道で、ア

方巻き」があります。この恵方巻きというのは

レンジが新しいというのが、ヒットする曲の基

平成１０年に大手コンビニエンスストアが「丸

本である。このセイコーＧＳも頑固なまでトラ

かぶり寿司 恵方巻き」と命名してイベント化

ディショナルを守りながら、僕のアレンジを加

したことから普及しました。本来私たち小さい

えています」と言っています。
「入学祝いに父

ときにはどこかに向かって太巻きずしを食べる

から贈られたのが時計でした。時計を着けると

という習慣はなかったと思いますが、バレンタ

大人に近づいたようで嬉しかったです。
」と語

イン、
ホワイトデーまた、
恵方巻き等業界によっ

り、このプロジェクトに賛同していただきまし

てはいいノリのイベントもあるのではないかと

た。
「僕ももちろん時計を着けています。そし

思っています。ちなみに、今年は南南東と言わ

ていつか街でこの時計を着けている人と偶然出

れておりますので、死なない程度にそちらに向

会い 同じ時計を持っています って言われた

いて一気に食べていただきたいです。 今日は

い」と話しておられました。こういう広告であ

この後職業奉仕の例会になります。志田パスト

りますけれど、今月３１日には朝日新聞も掲載、

ガバナーからお話をしていただく前に、職業奉

雑誌では週刊ダイヤモンド、プレジデント、メ

仕月間なのでわたくしからも少し職業奉仕の話

ンズＥＸ等大人の読む雑誌に「時計を着替えな

をさせていただきます。
「職業という奉仕」
、
「職

いか」という形で提案をして職業奉仕として地

業は奉仕」
、
「職業が奉仕」であるという考えの

域に貢献していきたいと思っております。今週

もと私は動いております。先週の２５日の日経

もお元気でお過ごしください。

新聞の１５段全国版に当社タカラ堂が高級時計
正規販売店１７社で広告を出しました。半分の
メンバーが私共と同じようにロータリアンであ
り「時計の文化や伝統を次の世代に伝えていく
ためになにか面白い広告を出そうよ」というこ
とで 人生の節目に腕時計を というコンセプ
トで１５段の広告を出させていただきました。
今回は、少し趣を変えて作詞家である、美空ひ
ばりの『川の流れのように』を始めアイドルな
幹

どをプロデュースする秋元康さんに監修を依頼

事

報

告

して記憶と心に残る「特別限定の時計」をプロ

望月 啓行君

デュースしていただきました。秋元氏と高級時

来週２月５日はお昼の通常例会です。２４階と

計正規代理店のメンバーとセイコーウオッチＧ

なりますのでよろしくお願いいたします。今年

Ｓチームでプロジェクトをスタートしました。

はスポーツで盛り上がっていますが、ゲスト卓

話では静岡聖光学園副校長、ラグビーＵ１６の

向坂 達也君

監督である星野明宏様に「ラグビーＷ杯がエコ

お誕生祝ありがとうございました。

パにやってくる」ということで、スポーツの話
題でお話しいただきますので皆様よろしくお願

満席スマイル

いいたします。

横山テーブル、向坂テーブル

お め で と う
【誕生日祝い】
●●月●●日 青島 廣幸君
●●月●●日 向坂 達也君
【結婚記念日】
●●月●●日 藤田 博久君・聡子さん

出

席

報

告
メイク

改

定

月日

会員数 出席数 出席率 アップ 出席率

1/15

107（104）

64 名 61.53 ％

3 名 64.42 ％

1/22

107（104）

69 名 66.34 ％

−名

−％

1/29

107（104）

53 名 50.96 ％

−名

−％

今月平均

％

前月平均

％

メイクアップに努めましょう！

●●月●●日 青島 廣幸君・由佳さん
●●月●●日 荻原 英生君・洋子さん

クラブフォーラム（ＩＤＭ）Ⅱ
ス

マ

イ

ル

河野 誠君

志田 洪顯君

本日は、クラブフォーラムと

クラブフォーラムでスピーチさせてもらいま

なっております。前半はクラ

す。なにか新聞にも載ったようで。

ブ研修としまして、職業奉仕
委員会にご担当頂きます。

荻原 英生君
結婚記念日に綺麗なお花をありがとうございま

職業奉仕委員長 稲葉 豊君

す。確か●●回目か●●回目になると思います。

今月は職業奉仕月間です。職

家内もはっきりしない様です。とにかく有難う

業奉仕委員会では職場見学会

ございました。

を計画しており、２月終わり
くらいに予定をしています。

川嶋 秀樹君

これから事業計画をつくり、みなさんにご連

先週ですが、スマイルさせていただきました。

絡しますのでよろしくお願いします。先週第
２６２０地区の職業奉仕セミナーに参加させて

田中 楯夫君

いただきました。セミナーは村松ガバナーのご

誕生日のお祝いありがとうございます。
（１月

挨拶のあと、前橋ロータリー所属で日本ロータ

２４日分）

リー１００周年委員会ビジョン策定委員長の本
田博巳さまにご講演頂き、そのあと志田パスト

ガバナーのご講演もいただきました。改めて職

べて職業奉仕を基準に考えないといけないとい

業奉仕は大変難しいテーマであると考えさせら

うものになっており、そのような教えを受けた

れました。本日は、志田パストガバナーのお話

方も多いのではないかと思います。奉仕の理念

を伺いたいと思います。

はいろいろな言い方で表されてきました。
「もっ
とも奉仕したものが最も儲けられる」というこ

志田 洪顯君

とが実践の方法として理解されているのですが
先週の土曜日に開催された職

これが誤解されやすいので注意をお願いした

業奉仕セミナーには１００人

い。これらの理念は、キリスト教的なところか

以上の方に集まって頂きまし

らきているが、キリスト教だけでなく、日本人

た。職業奉仕にある難解さと

が良く言う「情けは人のためならず」等人間は

難しさをどうするのかということが我々、そ

必ず利己的な欲求と自分が素晴らしい自分が儲

して日本ロータリーの大きな悩みでもありま

けたいという欲求と世の中のために尽くすとい

す。本田君は昨年１月のロータリーの友で職業

う義務感の両方の矛盾の間で生きているのです

奉仕論とＲＩの推奨している職業奉仕は内容が

からこれをバランスよくやらないといけないと

異なっている、ということを掲載しました。以

いうことだと思います。２０１１年の東日本大

前から職業奉仕はなにか、ということに関して

震災が起こりました、この時に職業奉仕といっ

議論が沸き起こっており、
「日本のロータリー

たロータリアンはいなかった。自分の商売がも

にある職業奉仕がロータリーの根幹であり他の

うかったらよいということは一人もいなかっ

ことはやらなくていいという考え方が、ＲＩの

た。この時にロータリーの一番の理念は奉仕の

考えとは異なっている。職業奉仕でロータリー

理念だということが大きく表面に出ましたし、

を運営するのではなく奉仕の理念がロータリー

それから日本中の動きは大きく変わりました。

の根幹である」というのが昨年１月号のロータ

いろいろなクラブが積極的に動くようになりま

リーの友での趣旨であります。これは職業奉仕

した。職業奉仕の概念ではなく、奉仕をして世

を全て否定しているのではありません。そもそ

の中の人を助ける、助けられる立場にロータリ

もロータリーの５大奉仕というものがあり、第

アンがいるんだったらやりたいねということに

一はクラブ奉仕、第二は職業奉仕、第３は社会

なりつつあると思います。ロータリーはどこに

奉仕、第４の国際奉仕、そして第５の青少年奉

行くのか、やはり国際的に通用する奉仕の理念

仕です。発足当初はクラブ奉仕、職業奉仕、社

で行くしかないのではないか、というのが今の

会奉仕の３つが制定され、３つの理念は全て対

私の感じであります。ここまでは、本田君のお

等であって、
「奉仕の理念」のもとに世界に奉

話しであり、ここから私が講演した内容をお話

仕しようというものでした。本来、職業奉仕は

しします。シドニーの国際大会に出た際に職業

ＲＩでは奉仕部門の一つであるのですが、今の

奉仕の分化会に出席したのですが、自分の会社

日本では職業奉仕はロータリーの根幹であり基

で社員を使ってロータリーの理念を実践してい

礎であり基準であり、国際奉仕も社会奉仕もす

るという発表ばかりでした。このことに非常に

驚きました。バブル期には、商売でしっかりと

じ方向がわからなくなることもあります。その

儲けており、ロータリーに入り例会にさえ出て

時には２６２０地区にある梅山米吉記念館に立

おれば、立派な人間になれるからと言われて会

ち返ってみるのが良いと考えています。先人た

員数を増やし新しいクラブが次々と増えまし

ちが何を考え行動してきたかに触れることがで

た。残念ですが、
ここ２５年くらいどんどん減っ

き、新しいロータリアンの進み方がわかると思

てきています。ここ数年で下げ止まってきまし

います。

が、ロータリーのことを理解していない人を
作っても仕方ないですからこの地区では、ロー
タリーリーダシップインスティチュートという
勉強会を創り理解者を増やそうとしています。
講演の中で静岡ロータリーの取り組みも紹介し
ました。２０１３〜２０１７年までやった静岡
大学との連携講座は素晴らしいものでしたし、
今年から大学２年生で職場を良く理解してもら
いミスマッチをなくすインターンシップみたい
なものに取り組み始めましたが、これは、画期
的なことだと思います。日本のロータリークラ
ブは職業奉仕で企業と手を組んだことは一度も
ありませんでしたし、ロータリアンがカウンセ
ラーとしての役割を果たすインターンシップは

副幹事 河野 誠君

あり得ませんでした。企業との連携に踏み込み

限られた時間で中身の濃いお話をありがとうご

今までの職業奉仕の概念を静岡ロータリーが変

ざいました。クラブフォーラムの後半として今

えた画期的な例なのでどんどん宣伝していこう

年度の中間決算の状況について御説明します。

と思っています。未来のロータリーについても
いろいろなことを考えています。参加している

クラブ幹事 望月 啓行君

ロータリー１００周年ビジョン策定委員会で、

前期の決算の際に表記の誤りがありました。残

ビジョン案を勝手に考えてみました。１）美し

高があるにもかかわらず額面が少なくなってい

い地球と世界の平和を守るために日本のロータ

ました。原因は基金を積み立てていますが、基

リーは貢献する。２）日本人の清潔さ、勤勉

金からの振り替え時のＰ／ＬとＢ／Ｓの不整合

さ、倫理観を活かし交際平和の達成に挑戦しよ

でした。お詫びとおことわりをいたします。

う。今までのロータリアンのリーダーもみんな
その時代に必死になってやってきていただいて

クラブ会計監事 山田 君より中間決算資料説

おり、みんなで高く評価すべきだと思います。

明。

また、１００年も組織を続けていると迷いも生

特に質問もなく説明が終了しました。

１２月１００％出席者一覧表
淺原

諒蔵

浅野

秀浩

安藤

禎宣

馬場

洋文

土井内裕章

福地

益人

後藤

正博

疋野

智男

堀池

彰

平松

義康

伊藤

博

稲葉

豊

岩崎

茂夫

石井

大介

井上

拡

近藤

哲也

小林

武治

加藤

誠

川﨑

裕司

川辺

哲

河野

誠

北澤

晴樹

加藤

正博

川池

朗

粉川翔太郎

牧田

静二

向坂

達也

望月

義弘

松崎

至宏

水上

房吉

宮崎

洋一

望月

啓行

松本

博士

溝口

一修

中山

秀樹

中村

亮介

二村

昭彦

中嶋

政教

野々垣博紀

荻原

英生

小髙

新吾

大野

博仁

志田

洪顯

佐藤

長巳

鈴木

礁

坂上

康

鈴川

辰男

塩原太一郎

鈴木

善也

坂本

渡

田中

楯夫

伴野隆一郎

寺戸

常剛

瀧上恵美子

富田

正開

田島

一也

植松

昌美

山口

良昌

山﨑

純男

安本

横山

泰久

吉田

幸一

山本

芳司

上島

充

吉宏

※例会欠席日をメーキャップカードで補填する際は、必ず事務局にメール、ファックス、手渡し、いずれか
の方法でメーキャップカードをご提出ください。また、ガバナーへの出席報告は毎月１５日となっており
ますので、それまでにご提出いただいたものでカウントさせていただいております。

