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第356回例会平成元年10月17日（火） 晴
へ

安江 敏昭君俊良従業員2名の表彰有難う

ございます。

水野民也君

o星ケ丘P&Sです。アイスショウありがと

う。

o食べ歩きやらゴルフやら、家内共々ありが

とう。

吉田節美君先日のゴルフ会、松居さんに

お世話になり有難うこ．ざいました。

黒須一夫君職業奉仕賞に選ばれた8名の

皆様おめでとうございます。

三輪 康君ロータリー財団奨学生SPAImli

ALEXANDI{Aさんを紹介します。

鷲野義明君

①小学6年生の加滕刀也君にゴルフ会j』全

員がグロスで負けました。残念です。

②松居さん、ゴルフ会お世話になりました。

③ベルグラビアC.C.のメンバーさんにご負担
をかけました。

加藤大豊君一昨日のゴルフコンペで松膳

さんの今度オープンされたベルグラビアカン

トリーの索ll'肯らしいコースで係の力也(11才）

を参加させて頂き、27名参加の中で並いるシ

ングルプレーヤーに御無礼して力也がグロス

（79)ネット11アンダーでベスグロ賞を硬戴し

ました。

菅原宣彦君優良従業員推薦いたしました

が、例会欠席で申し訳ありません。

水野賀続君誕生日祝い。結賄記念日祝い。

和田正敏君夫人誕生日祝い。

佐野 寛君誕生日祝い。

成田良治君結鵬記念日祝い。

※講演者服部義則氏より講演料をニコボ

ックスに入れていただきました。

◇大口幹事報告

1~ 本日例会終了後、臨時総会を開催いたし

◇“奉仕の理想”

◇出席報告

会貝 61(60）名 出席48名

出席率 80％

前回 10月3日 （修止出席率）98.33％

◇ビジター紹介 6名

◇お誕生日祝福

水野(賀)君(1()/5）、和田夫人（1()/14）

佐野君（10/19）

◇ニコボックス

石田 紘君本日は優良従業員表彰のため、

当行行員2名参加させていただきます。

よろしくお脇いいたします。

大口弘和君10月15日ベルグラビアC､C.で

のゴルフ会俊勝してしまいました。

松居敬二君

①本日卓話を引き受けていただきました服部

義則さん、大変助かりました。ありがとう

ございます。

②干謹llCゴルフ会の皆様から当社ゴルフ場

に記念品をいただき大変ありがとうござい

ます。

③ゴルフ会で加藤大豊君のお係さん加藤

力也君（11才）に完敗しました。

④安藤さん、昨夜は大変お世話になりました。

⑤優良従業員の6名の出席ありがとうござい
ます。

小林 明君10月10日さなげC"C.体育の日

杯で優勝しました。10月15日ゴルフ会で、家

内が又優勝しました。10月12日食べ歩き会で

は鈴木(畔)さん、有難うございました。

鈴木理之君10月12日食べ歩き会では、杉

浦、小山、大I.、三君大変お世話になりまし

た。

魚津常義君本日は当社の俊良従業風表彰

有難うございます。

へ
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ますので、全会貝の方はそのま童お残り下

さい。

2次回例会は分区代即訪問ですので、全会

貝の御出席をお願いいたします。又、例会

終了後クラブアセンブリーを開催いたしま

すので、理事役胤、各委凰長はお残り下さ

い。

3． よれやまだよりがきておりますので、お

帰りにお持ち下さい。

◇黒須会長挨拶

この10月は職業奉仕j]間と米山月間にあた

ります。

職業奉仕委員会（委側長松居敬二氏）提案

され、会員の事業所における、優良な従業貝

の片桐襟ら8名の方を御推薦頂きましたこと

はすばらしいことと存じます。

この職業奉仕徴は10年以上勤続されて、他

の模範になる優秀な方にロー･タ!)－から与・え

られる貧であります。今後ともそれぞれのI撒

業を愛され、御健闘をお祈りいたします。

ロータリアンは自分の職業、地域、個人レ

ベルにおいて、言行の尺度として4つのテス

トを使用してきました。

職業奉仕にふさわしい旨繋と認められてい

ますが、問いかけているだけで答は出してい

ません。

この4つのテス｜、

言行はこれに照らして

1）真実かどうか

2）みんなに公平か

3）好意と友備を深めるか
4）みんなのためになるかどうか
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◇講 演

“臓業奉仕月間に因んで”

服部外科院長（東海RC会員）

服部義則氏 （紹介松屑君）

であります。

この4つのテストは、規範でも教義でもな

く、自己評価をうながすものであります。

また、 4つのテス1，はl職業奉仕にふさわし

い簡潔な言葉であります。

今日は優良従業貝の方の表彰、服部義則先
生の卓話、臨時総会がありますので、会長挨

拶は短くさせて頂きます。

へ

ロータリーに於いて轍業奉仕は大変亜髪滉

されております。では職業奉仕とは一体何ん

であるかという蝋になると、従来それは大変

難解な騏であると言われて参りました。しか

し私はり哩むつかしく考える必要はないので

あって、なるべく伽単に考えればよいと思っ

ております。

ロータリーでいう職業奉仕は一言でいえば

『自分の職業を通じて社会に奉仕する鎖』で

あります。では自分の艤業を通じて社会に奉

仕するI』1とはどういう事か。 ｜~我々は自分の

職業が社会の役に立っている以上ごく普通に

働いていれば結果として社会に奉仕している

事になるのではないか』という疑問が生じて

来ます。この点につきましては、私が下手な

◇三輪ロータリー財団委員長報告

当クラブがお世話することになりました。
ミュンヘンからこられたアレキサンドラさ人

をこ紹介いたします。

後日、自己紹介をしていただきますので、

1ｲ碩間よろしくお願いいたします。

◇松居職業奉仕委員長報告
10月の職業奉仕月間に因んで、このたび会

胤の串業所より勤続10年以上の優良従業員8

名が、職業奉仕賞に推臓されました。本日例

会には6名の方にご出臓いただいております。

今後、益々のご活躍を期待します。
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－第58回ゴルフ会成績一
（ベルグラビアC.C.10/15(日))

RANK NAMEOUTINGH'CpNEr

優勝大口弘和46 39 85 21 64

準優勝久保田皓43 40 83 16 67

3 位鷲野義明41 43 84 15 69

4位中山信夫44 3882 13 69

5位小坂井感雄50 39 89 1970

6位加藤大豊52 44 96 25 71

7位小林 明45 3883 11 72

8位安江敏昭44 4690 1872

9位堀江宏輝45 38 83 1073

10位吉田節美56 46102 2874

B B笹野義春52 57107 21 86

－第36回夫人ゴルフ会成績一

RANK NAMEOUTINGHbpNET

陵勝小林照子5348101 2873

準優勝成田真砂子6052112 28 84

B B石田喜代子59 60119 30 89

特別参加（小学6年生）

加藤力也423779 1861

（参加者27名）

話をするよりも古典的名著として有名な神守

源一郎著『ロータリーでいう職業奉仕』とい

う小冊子を是非一読願いたいと思います。種

々の実例を挙げて大変分かり易く気楽に読め

て、ごく自然にロータリーでいう職業奉仕が

理解出来るように書かれております。

ロータリーの綱領の第2項に『実業及び専

門職業の道徳的水準を高めること、あらゆる

有用な職業は尊重されるべき･であるという認

識を深めること、そしてロータリアン各自が

職業を通じて社会に奉仕するために、その職

業を品位あらしめること』とありますが、ま

さにこの精神につきると思います。又この目

的を遂行する為に、自分だけでなく自社の社

員教育を通じて全社員に周知徹底させるべき

であると考えます。

最後は四つのテストの精神をいつも忘れず

に言行はこれに照らしてから行うように心掛

けることが大切ではないかと思います。

－麻雀会一

（於：松楓閣 9/19("PM6:00～）

RANK NAME MARK

優勝 吾郷1E夫 34,000

2 位 成田良治 29,000

B B 太出 茂 -35,000

-T･ B(食べ歩き）会一

（夜がらす山荘「長多喜」（中津川)10/12㈱）

へ

『……今週の言葉学…、
； “今日はまだとめ《~~て来な‘， タ今日の外に人生はない”

ｻ
ﾀ

太” 麓；’
; "Youth !&noto timeoflife, '
' It isastateofmind" ﾀ
サ 青春とは心の若さである。

．…；$

典＝＝､省…‐､e蓮一章蓉澆…電雪・電暑……
◇例会変更のお知らせ

名古屋瑞穂RC 10/26榊秋の家族会の為、

10/22(日)に変更

名古屋和合RC 11/8"F.S・Mの為､かすが

荘にてPM5:30より

名古屋瑞穂RC 11/9㈱職場例会の為､変更

名古屋空港RC 11/13(月)豊山一城北RCと
合同例会の為、 11/14(火)名

古屋栄東急インにてPM

12:30より

◇次回例会（10月24日）

識演 《､マリン業界の現場から見た顧客と

マリンライフの変遷と将来展望に

ついて，,

㈱ヤマハマリーナ浜名湖取締役支配人
いそしらろう

廣江五十七郎氏

（紹介小坂井君）

◇次々回例会(10月31日）
クラブフォーラム（米山、 ロータリー財団委

員報告）

、
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県外の食べ歩き会に大勢御参加いただきま

してありがとうございました。

ネオンのない夜景をながめて、楽しい－時

をもてたことをうれしく思っています。

T・ B会幹事鈴木理之

〈食後の句会より〉

o茸に酒わらひにつつまる長多喜の宿

水野智子

○十三夜木曽路の宴楽しくて

黒須一夫

アイ子
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◇ガバナース・レターより

回囹團回臣固圓回目
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慰撫鮭込

人生いろいろという歌があるが、私は公式

訪問を重ねるに従って「ロータリーいろいろ」

という感を深くする。私は33才で．名古屋クラ

ブに入会し、 30年以上在籍したことになるが、

この間メーキャップで主としては名古屋市内

のクラブ或いは、東京、大阪のクラブを訪問

するだけで、地区の役員をしたことも唾いだ

けに全く他クラブの事情に無知だった

印刷物の上では相当違いがあるなと感じて

はいたものの、実際に訪問してみて私のロー

タリーに対する先入観念が全く片寄っている

ことに気がっL､た。例会場の雰囲気が夫々違

うし、食事が外注だから無届け欠席や飛び入

り出席が許されないこと、会員増強の苦労、

ライオンズの影響等々名古屋では想像て､きな

い問題が多い。 その反面、同じクラブて､あり

乍ら顔や名前の分らない等という悲劇はなく

お互いに知り尽くした仲であり、奉仕活動は

当然全員参加等、 ロータリークラブとはこれ

だと思わせる様なクラブは意外と小都市にあ

る。 ロータリー全体が肥満し過ぎて問題をか

かえている姿は、大都市クラブこそその象徴

とも言える様だ。どちらのクラブが良いとは

言えないが、大、中、小クラブの情報交換の

場が必要と思う。 IGF.は同じ様なクラブの

集りとなり、地区大会や地区協議会は参加者

が多過ぎる。一度組み合わせを考えて、大中

小3クラブ位でアセンブリーかフォーラムを

開いたら本当に面白いし参考になると思う。

私は2クラブ合同で公式訪問を企画したが、

その組み合わせを6つと考えてやったら非常

に有意義なユニークなアセンブリーができた

と思っている。今からで6遅くはないので､、

考えてみたらとも思えるこの頃である。

へ

ガバナー盛田和昭

地区委員長さんにお願い

地区の委員会は開催されておりますて．しよ

うか。 もしまだ開催されていばいところがご

ざいましたら、ぜひ開催して下さい。
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