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１０月のお祝い事

平成25年10月2日（水）
第1080回（当年度第13回）例会
本日のプログラム

◎会員誕生日おめでとう
寺本倫子君（１０日） 大森 進君（３０日）
◎会員夫人夫君誕生日おめでとう
林 祥三様（４日） 多田真理子様（４日）
岩田幹子様（２０日） 佐藤順子様（２３日）
猪子慶子様（２８日） 飯盛園子様（２８日）
長橋壽子様（３０日）

ク ラ ブフォ ー ラ ム
西 尾 張分 区合 同ゴ ルフ 競 技会 打合 せ
会長挨拶
柴田裕市
ロータリーには、大きな二つの奉仕
の理念があります。一つは、事業の継
続的な繁栄を願う職業奉仕理念であ
り、ロータリー運動の本質ともいうべ
き職業奉仕の理念です。もう一つは、
弱者を助ける人道的奉仕活動即ち社
会奉仕と一部の国際奉仕活動です。
「ロータリーは基本的には一つの人生哲学でありそれは
利己的な欲求と義務及びこれに伴う他人の為に奉仕した
いという感情とのあいだに常に存在する矛盾を和らげよう
とするものである。この哲学は奉仕“超我の奉仕”の哲学で
ありこれは（最もよく奉仕する者、最も多く報いられる）とい
う実践的な倫理原則に基づくものである。」
職業奉仕の定義は、事業及び専門職務の道徳的水準を高
め、品位ある業務は全て尊重されるべきであるという認識
を深め、あらゆる職業に携わる中で、奉仕の理想を生かして
いくという目的をもつものである。会員の役割には、ロータ
リーの理念に従って自分自身を律し、事業を行うとされてい
ます。ロータリーアンのみならず、一般の職業人にも理解で
きるように簡潔かつ的確にまとめたものが“四つのテスト”
です。当社にあてはめ、このようにしております。
＊お客様に嘘偽りがなく契約しているか
＊公正に契約しているか
＊契約が店の信用を高めると同時によりよい人間関係を
築き上げ、取引先を増やしているか
＊その契約によってすべての取引先が適正な利潤を得
ているか
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ベネファクター認証式
柴田裕市君
例会において、西尾張分区
ガバナー補佐の小島三男様より
認証状が授与されました。
第１０７９回（当年度１２回）の記録
□平成25年９月２５日（水）18：00～19：00
□会場 一宮商工会議所3F
□開会の点鐘 柴田会長
□ロータリーソング 「四つのテスト」
□ビジター
三浦康彦様（西尾ＲＣ）・尾関憲一様（江南ＲＣ）
□出席・ニコボックス報告 梶原委員
□幹事報告 春木幹事
＊他クラブの例会変更＊

受付時間

１１：３０～１２：３０

あまＲＣ

10/7（月）

名鉄グランドホテル11F

尾西ＲＣ

10/7（月）

尾西信用金庫本店1F

名古屋守山ＲＣ

10/9（水）

名古屋ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ2F車寄

犬山ＲＣ

10/15（火）

名鉄犬山ホテル

名古屋丸の内ＲＣ

10/17（木）

名古屋クレストンホテル9Ｆ

一宮ＲＣ

10/17（木）

一宮商工会議所1Ｆ

１０月は職業奉仕月間 ・ 米山月間です

卓話
西尾張分区ガバナー補佐

小島三男様

１９０５年ポール・ハリスが、最初のロータリークラブを創立し
て以来、志を同じくするクラブが各地に生まれて、今では２００
以上の国と地域に広がっております。
・クラブ数34,297
会員数1,211,868人内女性会員207,000人（15％）
（2013年2月28日RI公式発表）
・日本のロータリークラブ数2,285
会員数88,208人、内女性会員4,059人（4％）。
・第2760地区82クラブ
会員数4,842人、内女性会員181人（3％）
（2013年1月現在）
・西尾張分区9クラブ
会員数469人、内女性会員16名（3％）
２０１３～２０１４年度ＲＩ会長ロンＤ・バートン氏は、ＲＩのテーマを
「ロータリーを実践し みんなに豊かな人生を」とされ、強調
事項を、
①会員増強の促進
②ロータリー財団を通じた人道的奉仕の充実
③ロータリーファミリーを通じたネットワークの強化
と発表されています。
田中ガバナーは、テーマを設けずＲＩ会長方針を踏まえ
キャッチフレーズ「磨いて 輝こう」と発表されています。もう
少しわかりやすく説明すると、いつまでも魅力ある会員であ
り、クラブであるために「ロータリーに積極的に参加し、自分と
仲間を磨き上げ、輝かしい人生に変えていこう」という思い
が込められています。新会員は原石であります。ロータリーを
学び、自分も周りの人も幸せにできる宝石となれるように自
己を磨いていただき、ベテランの会員も積極的にロータリー
活動に参加し、一緒にロータリーをエンジョイ出来れば素晴ら
しいクラブになること間違いありません。自分自身を磨き、輝
き続け、周りの人も幸せにするとの願いを実践するために、4
つの重点項目を発表されています。
○会員の意識向上
○クラブのパワーアップ
○地区の改革
○会員増強
の4項目であります。田中ガバナーのキャッチフレーズのよう
に会員も高い意識を持ち、4つの重点項目について改めてお
考えいただきたいと思います。
地区の改革ついては、地区委員会を統廃合し委員会の数を
減らしております。地区委員についても定年制を設けて、新陳
代謝をよくし、活性化を図っています。
会員増強については、特にいろいろなご意見はあります
が、私の感じていることを少し述べてみたいと思います。
○会員増強の特効薬はなく、地道な活動が大切である。○会
員増強は継続的に行うことが必要である。
○クラブの活性化を図るためには、40代の会員を確保す
ることが必要である。
○入会の意思のある方にロータリーは意義のあるクラブ
だと思ってもらうことが大切である。
○女性会員が入会されると、クラブの雰囲気がよくなり、
例会もより楽しくなるのでぜひ女性会員の入会を働き
かけてください。
○楽しい例会づくりには家族例会の回数を増やす等楽し
く有意義なクラブにしていただきたい。
田中ガバナーは、国際協議会にて２０１３～２０１４年度ＲＩ会長
ロンＤ・バートン氏のお話の中に「ロータリーが他の団体と違う
点の1つは、高い倫理基準を推進していること、ロータリアンは
信用に値する。と一緒に活動する人々から思われているこ
と」だと述べておられました。ぜひ会員の皆様も高い理念を
持って活動して頂き、会員増強の推進をおねがいします。まず
は、7月1日～3月1日の間に少なくとも純増1名をお願いした
い。社会奉仕、国際奉仕、職業奉仕等の活動を通して各クラブ
が、ロータリアン以外の人たちにロータリーをよく理解いただ
けるようにマスコミ等をつかってロータリー活動の素晴らしさ
を伝えていただきたい。ロータリーの公共イメージをさらに高
め、社会に貢献することが会員増強につながっていくことに

なります。クラブ内においても、お互いにパンフレットなど作って家
族も大いに仲間にしてください。
新会員の皆様方に一言述べさせてください。クラブの例会に
出席を重ねるうちに良い友人が出来いろいろ教えてくれる先輩
が出来、例会に出席するのが楽しみになってきます。クラブの例
会時間に合わせて仕事を調整し、例会に出席することがそれほど
難しいことではなくなってくるはずです。そしてクラブの奉仕活
動に参加し、仲間たちとともに活動することによってお互いに本
当に良い仲間に出会えたと思えるようになってきます。そういう
気持ちになって初めて素晴らしいロータリアンが誕生するのだと
思います。
次年度地区RYLAセミナーのホストは、西尾張分区担当の年に
なっており、一宮ロータリークラブさんにホストクラブお引き受け
いただくことになりました。以後の順番についても、各ロータリー
クラブの方に了承をいただいております。RYLAセミナーを通じて
若きリーダーを育てることは、「超我の奉仕」の大切さを若者に伝
えることです。人は誰でも一人で生きていくことはできません。
将来を担う若者たちに私たちはみな、家族・学校・職場・地域社会
を通じて生活を共にしていることを伝えていければ、素晴らしい
青少年指導者が誕生することうけあいです。
いままで、田中ガバナーの教え等いろいろとお願いなど交え
てお話しさせていただきましたが、ここにあらためて、会員各位
の温かい友情とご指導ご鞭撻を切にお願い申し上げます。ご清
聴いただきありがとうございました。

ニコボックス（ＡＢＣ順）
☆小島三男様（西尾張分区ガバナー補佐）
本日は、ホームクラブへのガバナー補佐訪問に大変喜んでおります。よろ
しくお願いします。
☆三浦康彦様（地区副幹事）
☆長橋國和様（分区副幹事）
☆尾関憲一様（江南ＲＣ）
☆春木和美君
小島ガバナー補佐、三浦地区副幹事、長橋分区副幹事、本日はありがとう
ございます。ご指導よろしくお願いします。理事役員、委員長の皆様、お疲
れ様でした！
☆長谷川正己君
小島ガバナー補佐、本日は宜しくお願いします。
☆今井多美子君
例会に出席できたので
☆猪子裕史君
小島ガバナー補佐、本日は宜しくお願いします。
☆梶原誠二君
例会に出席できたので。
☆加藤恭章君
例会に出席できたので。
☆松前憲典君
本日は、小島ガバナー補佐の当クラブ訪問、宜しくお願いします。
☆松本正暢君
皆様お世話になりますが、よろしくお願い致します。
☆森 俊一郎君
松本正暢君、ようこそ！末長くよろしく！！
☆永田 正君
岩田新世代委員長、先日のサッカー大会は大変ご苦労様でした。しばらく
はのんびりしてください。
☆西岡則男君
小島ガバナー補佐、ようこそ。今日はご指導宜しくお願いします。
☆尾関一之君
小島ガバナー補佐、ご苦労様です。まだまだ暑いのでビールがうまいで
すね。
☆佐藤祐造君
例会に出席できたので。
☆柴田裕市君
本日は、小島ガバナー補佐はじめ皆様のご指導の程宜しくお願いします。
☆白木公明君
今日は、地区副幹事三浦様、遠い所ご指導ありがとうございました。あと
少しでガバナー補佐訪問が終わります。ガンバリましょう。
☆田宮 均君
良いことがあったので。
☆鵜飼俊光君
皆さん、クラブ協議会に出席お疲れ様です。
☆山田秀代君
小島ガバナー補佐、三浦地区副幹事、ありがとうございました。

次回１０月11日（金）の予定
（９日の例会変更）

１２：３０～

ガバナー公式訪問
一宮商工会議所３Fホール

