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会長　田村浩次　　幹事　久保康夫　　会報委員（市村忠男・栁田尚宏・坂本光・太田浩彰・渡邉佳寛）

国際ロータリークラブ会長テーマ 「世界へのプレゼントになろう」

真岡ロータリークラブ会長テーマ 「入りて学び 出でて奉仕せよ」

２０１６．１．１４ ＮＯ．２７８２

国際ロータリー第２５５０地区

真岡ロータリークラブ 会長 田村 浩次

■司会

■点鐘

■国歌斉唱

■ロータリーソング

■お客様

ＳＡＡ 中川 宏行君

会長 田村 浩次君

我らの生業

岡本ＰＰ夫人 岡本 トミ様

宇賀神次年度会長夫人 宇賀神久子様

■会長挨拶 会長 田村 浩次君

今月の第１週が新年会でしたので、今週が月初会となります。

本日のお客様の紹介をします。岡本ＰＰ夫人のトミ様、宇賀神次年度会長夫人久子様です。

１月９日・１０日両日に渡り、真岡ロータリークラブ杯争奪少年サッカー大会が好天のもと行われました。今大会にあた

り皆様のご協力、ご参加を戴きましたこと、心より感謝いたします。また大越青少年奉仕委員長はじめ委員会の皆さん

による大会運営が予定通り無事終了できましたこと、共にお慶び申し上げます。歴史ある継続事業が終了してほっとい

ていると思いますが、この後にバレーボール大会も控えていますので、どうぞよろしくお願いいたします。

今月は職業奉仕月間となります。職業奉仕に対する自分なりの考えを今日はお話ししたいと思います。職業奉仕の解

釈については色々な議論があります。そもそも多くの解釈議論が存在する原因は、国際ロータリーに明記してある活動

方針「Vocational Service」という英単語を単純に「職業奉仕」と直訳したことにあると言えるでしょう。私の中では、職業と
は収入を得るために日々努力し、その結果経済的な豊かさを得ることであり、奉仕については、自分を取り巻く多くの

人々に、見返りを求めることなく、自分の出来る範囲での経済的な手助けや、勤労奉仕、また心配りをすることだと思っ

ています。自分の生活を維持するために利潤を追求するのが職業であり、奉仕は無償で提供するものですから、両者

は相反するものとして、完全に対峙しているように思えます。

次頁へ続く
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ここですでに、自分の中では職業奉仕に対する戸惑い

と混乱がありました。やはり多くのロータリアンの皆さん

も職業奉仕に対する同様の疑問を持ちながら活動して

いることと思います。なぜなら、例会や事業に参加する

ことは確かに奉仕活動のために必要な時間であること

は間違いないのですが、この活動によって自分の仕事

の収益に負の影響が出るのでは、本当にロータリークラ

ブ活動が自分の考えに沿うものと言えるのかと思えてし

まうからです。クラブ入会の際にクラブ運営について教

えて戴いたとき、ロータリーは社会奉仕と職業奉仕の２

つの大きな車輪で進む乗り物であるという話を伺いまし

た。社会奉仕については「見返りのない活動」とすぐに

理解できるものの、職業奉仕については自分の仕事を

犠牲にして奉仕活動に尽くすことなのかと、疑問を感じ

ずにはいられませんでした。この様な考えに陥るほど、

職業奉仕という造語は難しい言葉です。私のみならず、

まだ入会して経験の浅いメンバーは無理に意味付けし

ようとして混乱し、思い悩むこともあるでしょう。

この疑問を抱き続けたまま入会５年目を迎えた頃、辻

会長の挨拶の中に職業奉仕の解りやすい説明があり、

自分は救われた思いがしました。辻ＰＰいわく、ロータ

リーの２つの車輪の片側は親睦の車輪であり、その反

対側の車輪が社会奉仕の車輪であるということです。

「その両輪をしっかり回すための軸が職業奉仕の軸なん

だ。例会、クラブ事業そして宴席等により交流を深めて、

ロータリアンとして職業倫理観を高め、高潔性を保つ。

その上で職業に真摯に取組み、収益を挙げて社会奉仕

をするべきだ」との事でした。奉仕（サービス）と言う言葉

は、私達日本人は善意、献身、無償の行為等、慈善的

な意味合いで受け止めますが、そもそも英語のService
は「勤務」「業務」「点検」等の意味を持っています。むし

ろ有償の商業活動を指すことの方が多いわけです。

英語の単純な直訳では混乱が生まれますので、私は

あえて職業奉仕を職業倫理と解釈しました。仕事に対し

て倫理観、高潔性を持ち、社会的使命により仕事をして

いるという意識を高め、継続的に収益を得た上で、真岡

ロータリークラブの文化である親睦を深める。長い歴史

の中で培われてきた社会奉仕に参加し、出来ればさら

に多方面に渡って奉仕できる事業を皆さんと共に探した

いと思います。

今回職業奉仕に対して自分の考えを発表しましたが、

ロータリアンとして活動する上で大変重要なテーマだと

思います。来週の例会では地区職業奉仕アドバイザー

山崎さんに職業奉仕に関する外部卓話でお出で戴きま

す。宿題ではありませんが、来週の卓話まで１週間あり

ますので、職業奉仕に対する考えを整理するために、皆

様方には予習をして戴けるようお願いいたします。

■ １月に誕生日を迎える会員及び会員ご夫人

＜会員＞ ２日 石川 久雄 君

８日 木村慎太郎 君

８日 渡邉 佳寛 君

１７日 久保 康夫 君

２８日 見目 良一 君

２９日 太田 浩彰 君

＜会員夫人＞

１８日 杉田貞一郎夫人 淳子 様

２１日 金子 正男夫人 栄 様

２３日 辻 達男夫人 喜代子 様

２６日 竹石 峰夫夫人 紀美江 様

■ １月に結婚記念日を迎える会員ご夫妻

２５日 岡本 俊夫・トミ ご夫妻

２７日 宇賀神裕一・久子 ご夫妻
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■本日のスマイルボックス 見目 良一 君

柳澤 正弘 君

■幹事報告 幹事 久保 康夫 君

●田村浩次会長

今月誕生日、結婚記念日を迎える皆様おめでとうご

ざいます。又、先週９日・１０日のサッカー大会にあたり

皆様のご協力と大越委員長を始めとした青少年奉仕委

員会の皆様ご苦労様でした。

●久保康夫幹事

皆さん、こんにちは。久しぶりの例会で皆様の和やか

な雰囲気が大変うれしく感じてます。その上に岡本さん、

宇賀神さんの奥様、花を添えて頂きありがとうございま

す。

●宇賀神裕一エレクト

結婚記念日祝を頂き、ありがとうございます。なんと

銀婚式です…。

次頁へ続く

無事に真岡ＲＣサッカー大会が

終了しました。田村会長、久保幹

事、岡本サッカー協会会長始め、

多くの会員の皆様にお世話になり

ました。やっと新年を迎えられた気

分です。本当にありがとうございま

した。

① プログラム変更について

・１月２１日、辻職業奉仕委員長の内部卓話から

地区奉仕プロジェクト常任委員長、鹿沼東ＲＣ

山崎順さんの外部卓話に変更。

・１月２８日、篠原宣之ＰＰの内部卓話から、

広瀬紀夫ＰＰのタクロバン訪問報告に変更。

どちらも理事会で承認。

② 退会届について

金子剛士ＰＰからの退会の申し出を理事会で承認。

③ 新聞広告掲載について

下野新聞に広告を掲載。

④ 新入会員研修セミナーの案内

１月３１日 宇都宮グランドホテル

午後２時～午後４時

参加締め切りは１月１８日（月）

⑤ 家族旅行について

４月２３日（土）・２４日（土） 焼津市に決定。

⑥ １２月会計報告 理事会で承認。

⑦ 広島２７１０地区より、義援金のお礼として

「災害復興支援報告書」を受領。

⑧ 真岡ＲＣ独自の長期継続事業検討委員会

発足を検討中。望ましい事業があれば、

要望されたし。

⑨ 足利東ＲＣ板橋敏雄氏より

著書「夢をかたちに」を受領。会員全員に配布。

以上

■乾杯 辻 達男 ＰＰ

新年早々乾杯の音頭を取らせて戴き、大変光栄に思

います。松の内も明日で終わり、新年が稼働します。年

明け早々に株価の続落、爆弾テロ、北朝鮮の核実験な

ど、暗いニュースが続き心が痛むところですが、田村年

度は無事に折り返し点を通過しました。特に出席率が近

年希に見る高い水準を維持しているのは、会長、出席委

員長始め、皆様方のご努力・ご協力のお陰であると思い

ます。このまま快走し、宇賀神年度にバトンタッチできる

よう頑張っていきましょう。

会員ご夫人のトミ様、久子様、

ご出席ありがとうございました。

穏やかな日和の正月三が日、

真岡小から城山公園を散歩し

ますと、八溝山系からのご来光

や、北の日光連山が頂く雪の

白さに心が洗われる気がします。

宇南山さんの言われる「潜心」

の境地を味わえました。

今月誕生日、結婚記念日を

迎えられた皆様、本当におめでとうございます。この一

年が平穏な年であることと、皆様方のご健勝、ご多幸を

お祈りして乾杯といたします。乾杯！

■委員会報告 青少年奉仕委員会 大越 正和君

■宇南山照信ＰＰより報告

荘嚴寺だよりの「きずな」をお配り

したので少し説明させて戴きます。

今年は申年ですが、猿と言えば

日光東照宮の「見ざる・言わざる・

聞かざる」が有名です。これは周り

と関係せずに生きようという意味で

はなく、仏教的には「人の欠点を見

ない」「人の悪口を言わない」「人

の悪口を聞かない」ことを表してい

ます。是非これを心がけて生活し

て戴きたいと思います。

また、編集後記には釜堀浩元師

の「堂入り」についても書かれてい

ます。どうぞお読み下さい。
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＜1月9～10日＞
◆第32回真岡ＲＣ杯争奪少年サッカー大会◆

気が利く一言。

石井さん。

●篠原 泉ＰＰ

月初例会にお出での奥様、ようこそいらっしゃいました。

私も同様ですが、何度目の結婚記念日であるのかも憶え

の無い岡本俊夫ＰＰの奥様、本日を節目に尚一層の気配

りをよろしくお願いします。

●岡本俊夫ＰＰ

結婚記念日祝を頂きありがとうございます。多分46回目
かな？ サッカー大会、会員の皆様に協会長として御礼

申し上げます。特に大越委員長、栁田君、坂本君、お世

話になりました。齊藤君、トラックの提供に感謝申し上げ

ます。

●辻 達男ＰＰ

妻の誕生祝いを頂きましてありがとうございます。

●廣田 茂会員

先週の新年例会では思いもしないスマイル大賞を頂き

びっくりです。ありがとうございました。

●齊藤敏彦会員

本年もよろしくお願い致します。

岡本夫人、宇賀神夫人、いつもお世話になっております。

ようこそいらっしゃいました。

●大瀧和弘会員

今年も残すところあと353日となりました。あっと言う間に
１年が過ぎてしまわぬように充実した年にしたいと思いま

す。

今月結婚記念日、誕生日を迎えられた皆様。おめでとう

ございます。

●大越正和会員

今月、結婚記念日、誕生日を迎えられる皆様、お目出と

うございます。サッカー大会お世話になりました。気分的

にやっと新年が迎えられます。

●岡本佳男会員

今月誕生日祝い、結婚記念日祝いを迎えられる皆様、

誠におめでとうございます。

●久保賢司会員

先週末、高校一年の娘が陸上部の合宿の為、２日間家

内と二人きりの晩御飯でした。大変緊張する夕食でした。

●栁田尚宏会員

先日のサッカー大会大越委員長始め参加、協力してい

ただいた皆様、お疲れ様でした。そしてありがとうございま

した。無事終了することができました。

●平石典嗣会員

お誕生日、ご結婚記念日を迎えられる皆様方、おめでと

うございます。新年会に出られませんでしたので、改めま

して本年もよろしくお願いいたします。

●馬場照夫会員

誕生日、結婚記念日を迎えられました皆様、誠におめで

とうございます。新入会員として７ヶ月目となりますが、今

後ともご指導の程、お願いいたします。

４年の部 優勝 塩南トレセン

準優勝 ＦＣ真岡２１ファンタジーＡ

５年の部 優勝 ＦＣカーニョ

準優勝 亀山ＳＣ

６年の部 優勝 府ロクＳＣ

準優勝 矢板選抜

いつも仲良し

の二人
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火 水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金

6月出席率

0前回までのその他繰越金

１月 ２月

イ
ン
タ
ー

シ
テ

ィ
ー

・
ミ
ー

テ

ィ
ン
グ

例
会

（
外
部
卓
話

）

例
会

（
内
部
卓
話

）

9月出席率 10月出席率 12月出席率

1,581,284

－ 37 (2) 6

出席免除４名（有資格者２名　＋　有理由者２名）
例会日 出席義務 事前ＭＵ 事後ＭＵ

94.12%
87.76%

2月出席率

■月間予定

例
会

※出席数の（　）は出席免除者の出席を表す

その他 0
累計 0
合計金額

補正後１２月１７日 48 2

1月出席率

1

7月出席率
１月１４日 47 6

11月出席率

45 (3)
出席

例
会

（
外
部
卓
話

）

前回までのスマイル繰越金 1,511,300
会員 39,000

前回までの米山繰越金 26,024
米　　山 4,960

ビジター 0
合計 39,000

1,550,300累計

累計 30,984

8月出席率

月
初
例
会

92.05% 91.99%

■出席報告
在籍５１名（１月より）

84.74% 97.52% 96.73% 92.00% 96.45%

欠席

3月出席率 4月出席率 5月出席率

出席率 本年度累計出席率
3

祝
日
休
会

１月２１日（木）

＜通常例会＞

［外部卓話］

地区奉仕プロジェクト常任委員長

鹿沼東ＲＣ 山崎 順 様

■本日のプログラム ■次回のプログラム

１月２８日（木）

＜通常例会＞

［内部卓話］

広瀬紀夫ＰＰ

「タクロバン訪問報告」

■１月１４日のお食事■１月１４日までのスマイルボックス
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