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     稲垣 直樹様 4 月５日（金） 例会変更 祝福

例

会

予

定 卓話 日本自分史センター 芳賀 倫子様

2018-2019 
WEEKLY REPORT 

春日井ロータリークラブ
クラブテーマ

“未来に向けて 帆を上げよう！”

会   長：川瀬治通 

副 会 長：和田了司 

幹   事：古屋義夫 

会報委員長：青山博徳

事務局：春日井市鳥居松町 5-45 

TEL : 0568-81-8498 FAX:0568-82-0265 

E-mail : ksgi-rc@gaea.ocn.ne.jp

ＨＰ : http://www.kasugai-rc.jp

例会場：ホテルプラザ勝川 例会日：金曜日 12:30-13:30 

本日のプログラム 
司会     会場委員会 

・点 鐘      会長    川瀬 治通君 

・ROTARY SONG 「奉仕の理想」 

・今月の歌   「北国の春」 

・ビジター紹介   会長    川瀬 治通君  

・食事・歓談    

・委員会報告 

・会長挨拶     会長    川瀬 治通君 

・卓話 50 周年記念実行委員会  社本 太郎君 

・幹事報告          幹事    古屋 義夫君 

・点 鐘       会長      川瀬 治通君 

今月の歌 

「北国の春」 

白樺 青空 南風 

こぶし咲く あの丘 北国の 

ああ北国の春 

季節が都会ではわからないだろと 

届いたおふくろの 小さな包み 

あの故郷へ 帰ろかな 帰ろかな 

先週の記録  

幹事所感         幹事 古屋義夫君 

先日、情報委員会主催の勉強会に参加させて頂き

大変楽しくロータリークラブのことやプライベー

トな事など皆さんとお話しをいたしました。 

勉強会ながら親睦が深まり今更ながらロータリー

クラブの楽しさが理解出来て加入させて頂いて良

かったな…と実感する事ができました。 

またロータリークラブに本当に必要なものは親睦

会かもしれないと認識いたしました。 

こういう時にいつもディスカッションの話題にの

ぼるのは決まって”職業奉仕”の考え方…です。 

２０１９年３月１５日（金）２３９８回（３月第３例会） 

この事は私自身の不勉強からか釈然としなく何か

しら煙に巻かれたような説明が多かったので、今

回はたんなる伝聞ではなくて私なりに自分自身納

得できるまで調べてみました。 

ロータリーの職業奉仕の理念を構築したのはアー

サー・フレデリック・シェルドンであるとのこと。 

これについては定説であり異論はないと思います。 

シェルドンによれば事業が継続的に発展するため

には自分の儲けのみを考えるのではなく自分以外

のためにという意図をもって事業を営み従業員や

出入りの業者などと利益を分かち合うことが唯一

の繁栄の方法だと言うこと。 

この考えは、弱肉強食の初期の資本主義の時代に

あって来るべき20世紀の資本主義を先取りした

当時としては極めて斬新な考え方であったと考え

られます。 

現在、私達ロータリークラブのモットーでありま

す”職業奉仕”という言葉はシェルドンがロータ

リークラブのために考えたオリジナルフレーズで

はなくロータリーが創立する1905年より前の

1902年にシェルドン・スクールで教えていたカリ

キュラムで使われていたフレーズでありそれをロ

ータリークラブがモットーとして使用していたと

いう事が今回の調べでわかりました。 

シェルドンは経営学という学問に則って奉仕の実

践を前提にしながら経営とは継続的な利益をもた

らし顧客をリピーターとして確保する活動である

と定義してそれを分かり易く説明するモットーと

して”He profits most who serves best”を発表

していました。 



このモットーはロータリークラブが誕生する以前に

作られたものである事は明白ですからロータリークラ

ブの職業奉仕を表すオリジナルモットーでは無さそう

です。 

また職業奉仕がロータリークラブの基本と言わるの

はロータリークラブは職業分類の原則に基づく会員組

織なのでロータリアンと職業とを切り離して考えるこ

とができないからだと思います。 

つまり… 

①クラブ会員は自己の職業の代表者としてロータリー

クラブに入会したのですからロータリアンに対しては

自己の職業の代表者となります。 

②ロータリアン以外の人とくに自己と同種の職業の"

いわゆる同業のひとたち"やその他のひとたちに対し

てはロータリークラブの精神を普及する責務を負いま

す。 

この 2つの責務が職業奉仕の基盤であり基本的な考

え方となるようです。 

このように考えると、ロータリーの他の奉仕部門で

あるクラブ奉仕,社会奉仕および国際奉仕等がクラブ

会員全員による協力活動を強調し推奨ているのに対し

て、職業奉仕はロータリアン 1人 1人が職業に携わっ

ている中で自らの職業を通じ奉仕することを主として

いることを強調しているのも納得できるところです。 

つまり職業奉仕とは日々この職業奉仕の基本的な考

え方を実践することなんですね。 

ロータリークラブ内における職業奉仕の概念は不変

の部分もあれば時とともに進化を遂げていかねばなら

ない部分もあるのは当然です。 

私の何かしら"職業奉仕"にたいして釈然としない感覚

はロータリークラブ内の職業奉仕に対する教えや考え

方が時と共にある程度変化していくのは正常なる進化

であるという事を理解し認識出来た事により沈静化す

る事が出来そうです。また"職業奉仕"には難解な処が

あり教えていただきます人それぞれに解釈は異なりま

すし教えていただきます我々もそれぞれ感性が違いま

すので…とはいえ我等は皆ロータリアンであります。 

世の中を良くしていきたい…という願望は１つの筈で

すから。 

次回も勉強会や親睦会で皆さんと楽しく論議したい

ものですね。 

これからもご指導ご鞭撻を宜しくお願い申し上げま

す。 

◎例会変更のおしらせ

◎例会休会のおしらせ

尾張旭ＲＣ     ３月２９日（金）休会 

出席報告 委員長 小柳出 和文君 

会員 52 名 欠席 26 名  出席率 50.0% 

先々週の修正出席 欠席 0 名 出席率 100.0% 

ニコボックス報告    委員長   藤川 誠二君 

○伊藤太市長をお迎えする喜びで 

                川瀬 治通君 

○伊藤市長の卓話楽しみにしております。 

                古屋 義夫君 

○市長さんの卓話楽しみです。 

                貴田 永克君 

○祝福を受ける喜びで      北   健司君 

○新規事業来週、上棟式です！！ 

                青山 博徳君 

○卓話たのしみにしております。祝福の皆様おめ

でとうございます。

稲垣 勝彦君  梅村  守君  大原 泰昭君

岡田 義邦君  小川  長君  加藤  茂君  

加藤 宗生君  近藤 太門君  社本 太郎君

内藤 修久君  中川  健君  長曽 篤志君

西尾 隆吏君  野浪 正毅君  場々大刀雄君

早川 八郎君  速水 敬志君  屋嘉比良夫君  

山田  治君  

○ご協力ありがとうございます。 

             ニコボックス委員会 

点鐘 
名 古 屋 城 北 3 月 26 日（火）

Ｒ  Ｃ 名古屋城例会の為 

名 古 屋 大 須 3 月 28 日（木）→3 月 23 日（土）

Ｒ  Ｃ 家族旅行の為 未定

愛 知 長 久 手 3 月 26 日（火）

Ｒ  Ｃ 夜間例会の為 「博多」 



例会風景 

川瀬会長挨拶 

委員会報告 出席委員会 

委員会報告 ニコボックス委員会 

委員会報告 プログラム委員会 

祝福 会員誕生日 



祝福 結婚記念日 

卓話 春日井市長 伊藤 太様 幹事報告 古屋 義夫君 

ポイ捨て・ふん害防止啓発活動 


