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司会進行 河合 秀紀
「奉仕の理想」唱和
会長挨拶

奥村 与幸 会長

皆
皆さん、こんにちは。
今日は、2018－19年地区大会実行委員の本田英夫
（ほんだ ひでお）様、永川貴士（えいかわ たかし）様に
お越しいただいています。後ほど、地区大会のお話を伺
えるとのことですので、よろしくお願いいたします。
さて、この1年間、会長挨拶を始めるにあたり、そもそも
会長挨拶とは、何をお話すれば良いのか？これは、酒井
前会長に紐解いて頂きました。結論を申し上げれば、規
定されたものはないようです。従って、「何をお話しする
のか」は、私の判断に委ねられています。ただし、お話を
する時間は、例会の進行上、概ね３～５分程度が常識の
ようです。そこで、限られた時間の中で、皆さんが「例会
に参加して良かった、あるいは役に立ったと思って頂け
る事は何か」と考えました。生い立ちも職業も趣味も異な
るメンバーに、共通に必要となる情報は何か？それは、
お互いに共通するロータリアンとしての基本的な知識で
はないか、と思います。私は、先日ご説明した「行動指
針」の中で、このパワーポイントを使って「ロータリーの歴
史や理念を率先して学んでいく」と申し上げました。ロー
タリアンたる者は、嘘を言ってはいけません。そこで、私
が疑問に思ったことを私なりに調べたり、考えたりして、こ
の時間を使ってお話しようと思います。その理由として
は、私を始めロータリー経験の少ない方には、素人がお
話するほうがわかりやすいのではないか、と考えたからで
す。これは、私の電力会社における経験の中で何度か
実感したことがあります。例えば、原子力のことを地域の
人たちや原子力のことを知らない方々に、原子力部門の
社員が説明するよりも、原子力のことを学んだ事務系社
員のほうが理解いただきやすかったことがあげられます。
つまり、プロにとっては当たり前のことでも、プロではない
人には、当たり前ではないのです。
でも、ここで問題が生じます。つまり、私のような素人考え
で本当に大丈夫なの？と不安に思われる方がいるので
は、と思います。しかし、心配はいりません。

当クラブには、経験豊富は先輩諸氏がお見えになりま
す。私が頓珍漢な話をした場合には、軌道修正をしてい
ただきますよう、お願いします。
では、ロータリーの何から始めようか？と考えた結果、
「職業奉仕」から始めることにしました。その理由として
は、①ロータリーの1丁目１番地であること、加えて私の中
では、②日本語としてわかりにくいからです。
日本語で解りにくいとは、どう言うことかというと、社会奉
仕とは奉仕先が社会であり、青少年奉仕とは奉仕先が青
少年であることは、自明の理です。でも職業奉仕とは、奉
仕する先が職業って何？と思ってしまうのです。言葉の
解りにくさは、「職業」とは、生きていくために所得を得る
ための手段つまり自分のためのものであり、一方で「奉
仕」とは世のため人とためであることから、ベクトルの向き
の違う言葉を合体させたことにあるのでは、とも考えまし
た。では、そもそもの原語つまり英語では職業奉仕は、な
んと言うのでしょうか？
「職業奉仕」＝「Vocational Service」とのことです。
Vocatinalというのは、天職とか神から授けられた仕事だと
のことですが、あまり一般的には使われない言葉です。
一般的には、Job、Businessです。では、なぜJobを使わな
かったのか？それは、後日、私の推察をお話ししたいと
思っています。
Seviceとは、尽力、骨折り、奉仕、貢献などが和訳になり
ます。そしてロータリーの考えるサービスとは、持続して
繁栄し発展している幾つかの企業に共通して見られる特
徴と表現しています。
でも、言葉からのアプローチでは、やはり良くわかりませ
んね、次回は、違うアプローチで「職業奉仕」を考えたい
と思います。つづく。
出席報告
当日(7/19)
前回(7/5)
前回(7/5)
前々回(6/29)

水野紀孝 出席委員

会員数
43
43
会員数
43
43

出席数
31
32
修正出席数
43
43

ニコボックス報告

出席率
72.1%
74.4%
修正出席率
100.0%
100.0%

水野紀孝 出席委員

地区大会よろしくお願いします。
蒲郡RC(地区大会実行委員会) 本多英夫様、永川貴士様

酒井俊皓
暑いです。
例会中寝ている人がいます。今日の例会中も何人の人が寝て
山城徹也
いるか、カウントします。いびきはやめてね！
第40回例会を祝して
浅野信 出口茂 不破直行 権田淳裕
長谷川裕一 樋口昌男 堀場和孝 加藤謙一
河合秀紀 河村直樹 牧野敬充 水野紀孝
永田聡子 野村治 奥村与幸 大谷まさみ
佐野洋一郎 鈴木達央 高木俊郎 田中吉彦 安田保
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幹事報告
出口茂 副幹事
●委員長の皆さんへ先日ご連絡した、委員会活動報告
について次回例会のガバナー補佐訪問の事前提出
資料になります。期日までにご提出頂きたいのですが、
始まったばかりで分からないことも多々あると思います。
是非前委員長よりフォロー頂きますようお願い致します。
●地区より西日本豪雨に対する義捐金の協力を募る
連絡がきております。皆さんのご協力を賜りたく、ご報告
申し上げます。
●名札について、委員会を表記しております。
◎＝委員長、〇副委員長です。
●本日この後、決算・予算・委員会方針についてクラブ
フォーラムを行います。
●本日例会前にプログラム委員会と会員増強委員会が
開催されました。
●次回例会8/2(木)12:20～13:30
＠ホテルナゴヤキャッスル2階「金の間」
例会前「会長幹事懇談会」11:30～12:00、例会後「CA」
13:40～15:00を行います。対象者の方へは7/20を出欠
回答期日とし、案内しております。
地区大会PR
地区大会実行委員会

本多英夫氏、永川貴士氏

お手元にパンフレットをお配りしております。昨年は大須
ロータリークラブ様が当ホテルで行われたかと存じます。
今年は蒲郡ロータリークラブが担当する為、蒲郡にて開
催致します。立派な施設もなく、ノウハウも十分ではない
ので、手作り感満載で何が起きるか分かりませんが、是
非皆様にお越し頂きたく存じます。会議内容としては各
クラブ様にどんな活動をしているのかなどを発表して頂き
ますので、他クラブが何をしているかなどを聞いて肌で
感じられる機会になっております。多数のご参加を頂き、
大会を成功させたいと思っております。何卒宜しくお願
い申し上げます。
バナー交換【蒲郡ロータリークラブ様】

お越し頂き、誠にありがとうございました。

◆地区大会情報◆
日時：11月10日(土) 10時～
11月11日(日) 10時～
会場：蒲郡市民会館(本会議)
蒲郡ｸﾗｼｯｸﾎﾃﾙ(晩餐会)
クラブフォーラム
議長：奥村与幸会長

進行：出口茂副幹事

2017-18年度 決算(別紙配布済み)
2018-19年度 予算(別紙配布済み)
2018-19年度 委員会方針(別紙配布済み)
全て承認されました。
委員会開催状況
2018年6月21日 本次年度合同クラブ奉仕委員会
開催済み
2018年6月21日 第1回会場運営委員会開催済み
2018年6月28日 第1回プログラム委員会 開催済み
2018年7月5日 第1回出席委員会 開催済み
2018年7月5日 第1回ロータリー情報委員会 開催済み
2018年7月19日 第2回プログラム委員会 開催済み
2018年7月19日 第1回会員増強委員会 開催済み
2018年7月19日 クラブ戦略計画委員会 開催済み
2018年8月2日 第1回社会奉仕＆RCC合同委員会
開催予定
2018年8月10日 第1回親睦活動委員会 開催予定
【委員会を開催する際の手順、必須事項について】
1 開催予定を事務局へ連絡
2 事務局より会長・幹事・委員会メンバーへ出席要請
3 事務局より当日の必要資料を委員長へ送付
4 開催後1週間以内に事務局へ議事録を提出
～必須事項～
● 会長・幹事・委員会メンバー・その他必要メンバー
への出席要請
● 議事次第、出席者署名、議事録
（議事録の形式は自由）
今後の例会及び行事予定
◇8/30(木) IDM(ｲﾝﾌｫｰﾏﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝﾐｰﾃｨﾝｸﾞ)
◆9/6(木)12:20～13:30 通常例会(ガバナー公式訪問)
◆9/20(木)12:20～13:30 通常例会＆定例理事会
◆10/4(木)12:20～13:30 通常例会＆定例理事会
◆10/18(木)12:20～13:30 通常例会＆CA
◆11/1(木)12:20～13:30 通常例会＆定例理事会
◇11/10(土)・11/11(日) 1泊研修会in蒲郡
◆11/15(木)12:20～13:30 通常例会＆CA
◇11/29(木) IDM(ｲﾝﾌｫｰﾏﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝﾐｰﾃｨﾝｸﾞ)
◆印は例会の為メークアップ必須。
次回例会【第42回通常例会】
日 時 ： 8月16日(木) 12時20分～13時30分
会 場 ： ホテルナゴヤキャッスル3階「松竹の間」
卓 話 ： 「人生見える化」～自分の人間力を伸ばす～
卓 話 者 ： 出口 茂 会員
例 会 後 ： 第2回定例理事会
発行日：2018年8月2日(木)

