
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本日のプログラム 第 2241例会 令和元年 8月 27日  

行 事：花火大会翌朝木本海岸浜清掃 

 

 第 2240回例会 令和元年 8月 8日の記録  

 
 会長の時間  糸川佳男 会長 

先週は、ガバナー公式訪

問お疲れさまでした、辻

ガバナーも９月は１週間 

公式訪問で岐阜県内を移

動されるようです。これ

まで色々な役職を 

歴任され今回のガバナーで終わりかとおっし

ゃっていました。梅雨が明け大変暑い日が続

いております。夜も寝苦しく、クーラーがな

いと睡眠不足になりそうな毎日です。私ども

の工場も一番暑い時間帯で４０度近くまで達

し、冷房はしていますが、スポットクーラー

なので全体を冷やすことはできず、水分補給

など注意しています。女性の方は仕事の前後

で体重が１㎏は減るようです。ダイエット効

果もあります。現在、台風が３つ来ているよ

うで、この地域に直撃しなければいいのです

が、紀伊半島水害のようなことにならないこ

とを祈っています。今日の例会 ロータリー

についての勉強で、斎藤鉄郎先生からアドバ

イスをいただき、例会の時間でロータリーの

基本、経験、について、今一度見つめなおす

時間をと思い、先輩方から意見をいただき通

常より少し長くなりますが 行いたいと思い

ます。 

 

 幹事報告  門 茂伸 幹事 

▼津、伊勢度会、新宮、鈴鹿ベイ、伊勢南、名張中央、伊勢、松阪山桜、上野ロータリークラブよ

り例会変更のお知らせが届いております。 

▼ガバナー事務所より地区大会のご案内並びにご出席のお願いが届いております。 

▼松阪山桜ロータリークラブより IMの開催についてのご案内が届いております。 

▼RI日本事務局より「寄付・認証 ロータリークラブの手引き」2019-2020年度版完成の知らせと

会員増強・新クラブ結成推進月間リソースのご案内が届いております。 

▼８月のロータリーレートは１ドル 108円です。 

▼ロータリー日本財団より確定申告用寄付金領収証が届いております。 

▼地区奉仕プロジェクト部門委員長の篠原様よりグローバル補助金プロジェクト事業についての

お願いが届いております。 

▼地区事務所より米山奨学生受入中間報告会・カウンセラーセミナーのご案内とロータリー財団

補助金アンケートが届いております。 

▼上半期 RI分担金 124,740円を支払いました。 

▼ロータリー米山記念奨学会より普通寄付金申告用領収証受付開始のお知らせが届いております。 

▼ガバナー事務所、ガバナーエレクト事務所の夏季休暇のお知らせが届いております。 

▼ロータリーの友事務所よりロータリーの友手引書を戴いております。 

▼熊野保健所より血液助け合い運動への協力についてのお願いが届いております。 

例会日：第 1・2・3木曜日 
例会場：12：30～新宮信用金庫熊野支店 3F 
    19：00～みどりや 
事務局：〒519-4324 三重県熊野市井戸町 349-1 
TEL0597-85-2110 FAX0597-85-2118 
E-MAIL：kumanorc@sirius.ocn.ne.jp 
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：kumanorc.com 

 

2019-20年度 会 長 糸川佳男  
       副 会 長 西村昭宏  

幹  事 門 茂伸 
会報委員 尾﨑しほ子 



▼結核予防会三重県支部より複十字シール募金運動にご協力のお願いが届いております。 

▼那智勝浦、伊勢中央、伊勢南ロータリークラブより週報を戴いております。 

 

 会員卓話  

朝尾高明会員 

過去の資料を見ておりましたら「ロータリー入門テキスト」がでてきました。 

会員にえらばれた理由、例会、地区大会、IM等への出席義務（欠席の時はメ

イキャップ）、委員会活動への積極的参加、会費の納入等々、後でまとめて

プリントをして皆様にお渡しいたします。 

今回の卓話で終わっていないので、次回の卓話で続きをお話させていただき 

ます。 

 
斎藤鉄郎会員 

「ロータリーの二つの奉

仕理念について」 

ロータリーは現在、奉仕

団体として社会的な奉仕

においてその存在価値を 

示すことが多くなってい

ます。しかし、誕生時の状況は今とはかなり

違うものでした。ロータリーができた 1900年

ころのシカゴは、無法と腐敗の街であり、事

業家たちは無秩序な自由競争に明け暮れ、孤

独感と疎外感、そしていつ敗者になるかとい

う恐怖感に苛まれていました。そんな中、心

を許して語り合える友人を求め、ポール・ハ

リスを始め４人のメンバーで 1905 年 2 月 23

日、ロータリーが誕生しました。とはいえ、

当初は①クラブ会員の事業上の利益の増進と

②親睦という、メンバーオンリーの物質的相

互扶助的色合いの濃いものでした。その後、

ロータリーは社会からの批判もあり、自らの

事業を健全に運営すると共に対社会的に奉仕

をする組織に進化しました。その二大奉仕理

念が「He profits most who serves best（最

も多く奉仕するもの、最も多く報われる）」

に基づく「職業奉仕理念」と、「Service above 

self」（超我の奉仕）」に基づく「社会奉仕理

念」です。前者は思想的なものではなく、「自

分の職業を通じて社会に奉仕することを第一

義として企業経営をすることが、結果として

リピーターや新規の顧客を増やし、継続的な

利益を得ることにつながる。」というシェル

ドンが自分のビジネススクールで教えていた

サービス学をロータリーが受け入れたもので

す。顧客満足度の高い事業所は、結果として

高い職業倫理を持った事業所と言えます。後

者は、「超我の奉仕」と訳されますが、決して

「自己犠牲の奉仕」を意味するのではありま

せん。もとは「Service,not self」という言

葉で、「今まではロータリアンが独占してい

た取引を、ロータリアン以外の人にも分け与

えよう」という意味でした。その後身体障害

児対策などの社会奉仕活動が盛んになる中で、

「他人のために奉仕する」というロータリー

の奉仕哲学になっていきます。この二つの奉

仕理念については 1923 年セントルイス国際

大会での決議 23-34 の中にロータリー哲学と

して明確に記されており、すべての実践活動

の指針となっています。今後は概念が拡大さ

れ、現在の国際奉仕、社会奉仕、ロータリー

財団の活動がこの奉仕哲学に則って人道的奉

仕活動が展開されることになるのでしょう。

ただし、私たちが地域に対して行う社会奉仕

活動は、その活動が地域社会のニーズにかな

った奉仕活動かどうかを確認し、資金調達を

行い、ロータリアンが積極的に参加する、完

結型の活動として実践することが大事になり

ます。決してクラブの都合や独りよがりの思

いつきで行ってはいけません。さて、ポリオ

プラスについてですが、ロータリーは 40年間

ポリオ撲滅運動に取り組み、各国政府、WHO、

CDC（アメリカ疾病管理予防センター）、ユニ

セフ他私的財団などと協力してきました。ロ

ータリーはその総予算の15％を負担していま

す。しかし、ここ 10年は「あと少し」と繰り

返し言われながらも撲滅に至っておりません。

これはインフラの整備が追いつかなかったり、

無知や宗教上の理由、また紛争地帯に当たっ

たりしてワクチンの接種ができないことが原

因になっています。残念ながら撲滅運動はこ

れからも当分続きそうで、国際ロータリーが

このまま継続していくのかどうか、ほかにも

識字率向上など大事なプロジェクトもること

から疑問が残るところです。おしまいになり

ますが、私が 23年前にロータリーに入会する

ときに、鳥取中央ロータリークラブに在籍す

る先輩が「ロータリーはまず職業奉仕」とい

う言葉を授けてくださいました。みなさんも

このクラブにいろいろなポジション、スタン



スで出席されていると思いますが、迷ったと

きにはこの言葉を拠りどころにしてみてはい

かがでしょうか。（本日の卓話は、国際ロー

タリー第 2680 地区 PDG 田中 毅氏が主宰す

る「源流の会」のサイトからの出典をもとに

構成させていただきました。みなさんもぜひ

一度ごらんください。） 

 

 

          川原直美会員 

 

メイキャップに来られるお客様への対応について 

 

 

他クラブにメイキャップすると、そのクラブメンバーはビジターに対してとてもフレン

ドリーに話しかけてくれます。もし、このクラブにお客様がお見えになったら、笑顔で

ご挨拶や自己紹介をしてください。自分が他クラブへメイキャップしたと思って、お客

様に接してください。これこそがロータリーのフレンドシップだと思います。 

 この時に、クラブによっては、会長や幹事、親睦委員会や、ＳＡＡ、副ＳＡＡなどの

メンバーがたすきをしてお客様を席に案内したり、クラブのことなどを話しかけたりお

客様とお話をしたりという役割を持ちます。 

自分がメイキャップに行ったら 

ロータリアンである限りどこのロータリークラブの例会にも出席することが出来ます。 

あらかじめ、行く先の地区のロータリークラブの例会曜日や時間、例会クラブなどを調

べておいて、世界中のロータリークラブの例会に出席してみましょう。 

（調べる方法としては、クラブ事務局に 1 枚は必ずあるオフィシャルディレクトリと

いうＣＤをみて下さい。当該年度の、クラブの所在地、連絡先、会長幹事の連絡先メー

ルアドレス、例会曜日、時間、例会場所などがすべて記録されています。熊野ロータリ

ークラブが、フィリピンのマニラロータリークラブにコンタクトをとったのも、このＣ

Ｄの情報からです。） 

メイキャップでは、 

①事前に、メイキャップをする旨連絡しておく 

②メイキャップフィーを受付で支払う。だいたい 2千円から 3千円がほとんど。事前に

聞いておくとよい。 

③受付で、席を聞いて開会まで座って待ったり、メンバーの方々と会話を楽しむ。 

④最低でも例会時間の 60%は出席しなければならない。60%を切ると欠席扱い。 

⑤もし、早退する場合は、スマイルボックスに早退の旨とお金を入れる。 

必ず、出席をしてください。出席は、ロータリーの３大義務の一つです。 

委員会報告について 

例会の進行の中で、他クラブではしばしば委員会報告がなされます。 

積極的に、委員会報告を行ってもらいたいと思います。 

会費について 

会長幹事や役員は特に会費を新年度に入ったら速やかに支払ってください。 

特に会長幹事は 1 年分を支払っていただくほうが良いと思います。年度初めには支払

いが結構集中しますので、そのことも考慮に入れて自分の会長年度は特にお願いしま

す。半期分なら 7月中とか 1月中に支払いをお願いします。会費の納入もロータリーの

三大義務のひとつです。 

会長の時間について 

会長の時間は、会長年度の限られた 1年間だけの特権です。5分間の時間を「時事ネタ」

だけでなく、ロータリーに関係のある話をしてください。例えば、「こんなニュースが

ありました云々」から、それをロータリー活動につなげられるような話題にもっていく

など。そして、ロータリーは人生の道場と言われるように、例会に来てよかったと思え

る例会運営、卓話を目指してください。 

 



炉辺（ろべ）集会（ファイヤーサイドミーティング）について 

以前は、炉辺集会と言って、会員の自宅へメンバーを招いて炉辺集会というものを開催

することがよくあったそうです。前年度のＡＧ訪問で、松阪クラブへ伺ったときにも、

最年長のメンバーの方がおっしゃっていましたが、自分が会長年度だった時には、しょ

っちゅう自宅へメンバーを呼んでみなでロータリーやそれ以外の話をする機会を作っ

たそうです。その折には、お酒だけはいくら飲んでもいいように用意して、参加するメ

ンバーはつまみや食べるものをそれぞれが持参したそうです。その機会を持つことで会

員同士のきずなも深まり、またクラブに対する愛着もわき、クラブ活動へ原動力にもな

ったとおっしゃっていました。 

 会長は、忙しいでしょうけれど、そういう機会をぜひ作っていただければと思います。

会長が先頭に立って、そのような機会を作れるようなクラブ運営をするということで

す。自宅でなくても構わないし、「勉強会という名の親睦会」でよいと思います。 

 当クラブでは、前年度の会長がロータリー情報委員として、勉強会を主催するという

ことになっています。ロータリーの勉強をするのに一番いいのは、「ロータリーの友」

を読むことです。「ガバナー月信」も、よいと思います。「ロータリーの友」の購読は

三大義務の一つです。 

また、ロータリーについてよくご存じの方に来ていただいて、会を開催すればよいと思

います。例えば、パストガバナーや、パスト会長などをメインでお招きするなど。 

「ロータリーに入ってよかった」と思ってもらえる例会がめざすところだと思います。

そして、「熊野ロータリークラブに入りたいな」と、思ってもらえるようになるのが理

想だと思います。 

 

 諸事御祝  

 

お誕生日：平谷一人会員  

      野地俊行会員 

      川原直美会員 

 

 

 

 ニコニコ BOX  

 

 ニコニコ BOX  

会長・幹事…今日の出席ありがとうございます。 

平谷 一人…お誕生日のお祝いありがとう。お酒いただきます。 

川原 直美…卓話をさせていただきありがとうございます。61 才の誕生日はサイコーの花火大会

になりますように！！ 

野地 俊行…誕生日祝いを戴いて、70才になりました。 

森本  衞…朝尾さん、川原さん、斎藤さん、ありがとうございました。 

尾﨑しほ子…今日は立秋ですが暑さをのりこえましょう！ 

大崎順敬、中西政貴、山門弘毅…朝尾さん、鉄郎先生、川原さんありがとうございました。 

               ビールいただきました。 

片岡博也、田端稔充、西村昭宏、赤阪俊一、森本健一、斎藤友紀、清水康仁、渕上訓朗、 

井上 登…ビールをいただいて

 次回第 2242回例会  

9月 5日：公共イメージ委員会卓話 

     諸事御祝 

 出席報告  井上 登 出席委員長 

会員数 33名  出席数 27名  欠席数 6名 

出席率 81.81% 



 


