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（第 2630 地区）
四つのテスト
言行はこれに照らしてから
１ 真実かどうか
２ みんなに公平か
３ 好意と友情を深めるか
４ みんなのためになるかどうか

IMに参加して
副幹事

岡本

邦裕

去る９月27日
（土）上野フレックスホテルにて上野東ロータリークラブが主管して、第2630
地区中勢・伊賀グループインターシティーミーティングが開催されました。第1部研修会では、
点鐘開会行事の後、田山雅敏ガバナー補佐の主催者挨拶、石垣智康ガバナーによる現状報告、
岡本栄市長の歓迎の挨拶等がありました。
基調講演では津北RCメンバーの内田淳正三重大学長が「地域貢献と奉仕」と題して、人類
の誕生と進化、人類が手に入れた移動手段の変遷、道具を入れるために労働する、理想的な労
働、ワークライフバランス、グローバルスタンダード、ボランティア元年、2011年に発生した
東北地方太平洋沖地震、世代間の闘争、幸福の研究、100才まで生きる確率、老化防止には若
者たたきをせずに融合を、などテーマを移しながらの講演でした。第２部懇親会では、各クラ
ブのメンバーとの会話を楽しむ事ができました。
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〔告

11月クラブ行事予定
４日

11日

11：00
12：30

第５回定例理事役員会
例会（2972）
卓話 小坂元治君 「地区大会の報告」

12：30

例会（2973）
卓話 ロータリー財団小委員長
木津龍平君

18日

12：30

例会（2974）
卓話 三重県インターアクト協議会報告
上野高校インターアクター２名

25日

12：30

例会（2975）
卓話 NPO法人 東亜天文学会理事
田中利彦氏

知

板〕

◎三重県インターアクト協議会
11月３日
（祝） 三重県総合文化センター
多目的ホール
◎地区ロータリー財団研修（補助金管理）セミナー
11月８日
（土） 岐阜都ホテル
◎11月生まれの会員
10日 山出 美材君
28日

福増

久史君

11日

本城

髙君

30日

小坂

元治君

1 0 月 例会の一コマ

▲卓話

地区職業奉仕部門委員長

岩田勝美氏（10/7）

▲卓話 伊賀市産業振興部観光戦略課 課長 小林康志氏（10/14）

▲ギア倶楽部10月例会優勝
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宮田君（10/28）

▲卓話 米山奨学金支援活動小委員長 今岡睦之君（10/28）

禎昭

（十一月自然句会抄）

職業人のためのロータリー道徳律
第１条 自分の職業は価値あるものであり、
社会に奉仕する絶好の機会を与えられたも
のと考えること。
第２条 自己改善を図り、実力を培い、奉仕
を広げること。それによって、
「最もよく奉仕
する者、もっとも多く報いられる」というロー
タリーの基本原則を実証すること。
第３条 自分は企業経営者であるが故、成功
したいという大志を抱いていることを自覚
すること。しかし、自分は道徳を重んじる
人間であり、最高の正義と道徳に基づかな
い成功は、まったく望まないことを自覚す
ること。
第４条 自分の商品、自分のサービス、自分
のアイディアを金銭と交換することは、す
べての関係者がその交換によって利益を受
ける場合に限って、合法的かつ道徳的であ
ると考えること。
第５条 自分が従事している職業の倫理基準
を高めるために最善を尽くすこと。
そして、
自分の仕事のやり方が、賢明であり、利益
をもたらすものであり、自分の実例に倣う
ことが幸福をもたらすことを、他の同業者
に悟らせること。
第６条 自分の同業者よりも同等またはそれ
に優る完全なサービスをすることを心がけ
て、事業を行うこと。やり方に疑いがある
場合は、
負担や義務の厳密な範囲を越えて、
サービスを付け加えること。

木 津 龒 平

職業奉仕とは、自らの事業における実践哲
学です。
自分が事業上得た利益は自分ひとりのもの
はではなく、従業員、取引業者、顧客、同業
者の協力によって得られたものです。
従って、これらの人々と、利益を適正に配
分すれば、自らの事業は継続し発展すること
を、自らの事業所で実証しなければなりません。
自らそれを実証することによって、業界全
体の職業倫理を向上することができます。

石 橋 正 行

最もよく奉仕する者、最も多く報いられる

冷

10月は職業奉仕・米山月間でありました。第
１週には岩田地区職業奉仕部門委員長をお招
きし、
「職業奉仕とは」というテーマで詳しくお
話を聞かせていただきました。10月の月信にも
岩田委員長の説明文ものっておりますのでしっ
かり読んでいただければと思います。以前、地
区協議会の時にいただいた資料より一部を抜き
出し書かせていただきます。職業奉仕について
少しでも理解を深めていただければ幸いです。

晩

山本

蜘 蛛 の 巣 を 高 々 と 懸 け 秋 の 空

職業奉仕・社会奉仕委員長

暮 れ て な お 清 香 の 残 る 菊 花 展

「職業奉仕とは…」ロータリーのエンジンです

第７条 専門職種または企業経営者のもっと
も大きい財産の一つこそ、友人であり、友
情を通じて得られたものこそ、卓越した倫
理にかなった正当なものであることを理解
すること。
第８条 真の友人はお互いに何も要求するも
のではない。利益のために友人関係の信頼
を濫用することは、ロータリーの精神に相
容れず、道徳律を冒涜するものであると考
えること。
第９条 社会秩序の上で、他の人たちが絶対
に否定するような機会を不正に利用すること
によって、非合法的または非道徳的な個人的
成功を確保することを考えてはならない。物
質的成功を達成するために、他の人たちが道
徳的に疑わしいという理由から採らないよう
な、有利な機会を利用しないこと。
第10条 私は人間社会の他のすべての人以上
に、同僚であるロータリアンに義務を負う
べきではない。ロータリーの神髄は競争で
はなくて協力にあるからである。ロータ
リーのような機関は、決して狭い視野を
持ってはならず。人権はロータリークラブ
のみに限定されるものではなく、人類その
ものとして深く広く存在するものであるこ
とを、
ロータリアンは断言する、
さらにロー
タリーは、これらの高い目標に向かって、
すべての人やすべての組織を教育するため
に、存在するのである。
第11条 最後に、
「すべて人にせられんと思
うことは、他人にもその通りにせよ」とい
う黄金律の普遍性を信じ、我々が、すべて
の人にこの地球上の天然資源を機会均等に
分け与えられた時に、社会が最もよく保た
れることを主張するものである
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第2969回

26.10.7

例

晴れ

点鐘：中村晶宣会長
司会：岡本邦裕君
Song：
「君が代」
、
「奉仕の理想」
ビジターズ：重藤（名張中央）
の１君。
ゲスト：地区職業奉仕部門委員長 岩田勝美氏
（羽島
RC）
出席報告：①本日の出席率 88.57％ 欠席者=別所・
本城・宮田・石橋の４君。②前々回の修正 100％ メー
クアップ=木津（上野東）
、福増・別所
（亀山）
の３君。
誕生日祝い：中坂の１君。
会長報告：＊10月４日に開催されました上野城薪能
について。演目は、狂言は「棒縛り」
、能は「船弁慶」
でした。
幹事報告：＊第１回指名委員会（長期計画委員会）を
10/ ４に開催します。＊地区大会の登録について
（９名
登録）＊三重県インターアクト協議会について
（11月３
日） ＊地区ロータリー財団研修セミナーに木津君出席
予定。＊第５回中・高年齢者健康促進教室について。
＊伊賀上野シティマラソン協賛について。＊伊賀市国
際交流フェスタ2014協賛について。＊複十字シール募
金運動協力について。＊10月21日は公認休会です。＊
ロータリーレート10月106円。＊10月28日の例会に堀池
氏
（堀池組）がオブザーバー参加します。
委員会報告：なし
ニコBOX：重藤
（名張中央）
（お世話になります。
）
、中
村・小坂・山本（地区職業奉仕部門委員長の岩田様、本
日はよろしくお願いします）
、木津
（岩田勝美様、遠路
有難うございます）
、神戸（孫が５人になりました）
、中
坂（誕生日を自祝して）の各君。
卓話：地区職業奉仕部門委員長 岩田勝美氏（羽島
RC）「職業奉仕とは何か」

第2970回

26.10.14

晴れ時々曇り

点鐘：中村晶宣会長
司会：岡本邦裕君
Song：
「我等の生業」
、
「旅愁」
ビジターズ：なし
ゲスト：伊賀市産業振興部観光戦略課 課長 小林
康志氏
出席報告：①本日の出席率 94.28％ 欠席者=上田・
土居の２君。②前々回の修正 100％ メークアップ=
神戸・廣澤・鉃﨑・市川・土居（IM）
、別所
（久居）
の６君。
会長報告：＊台風の被害がなくて良かった。＊上野
天神祭の為次週は公認休会です。祭りが近づいてきた
ので、今の時期、町を散策するとお囃子の音色が聞こ
えてきます。今年は３年ぶりに完璧な祭礼行事を行い
たい。会長のおひざ元の新町薙刀鉾の紹介。
幹事報告：インターアクト年次大会中止に伴う返金
について。＊津ロータリークラブから赤十字点訳奉仕
団への協力金お礼の件。＊上野東RCよりIMのお礼。＊
地区大会の件
（10/18・19）＊本日長期計画委員会
（指名
委員会）開催について。＊例会変更。
委員会報告：ギア倶楽部 ９月例会優勝 本城君。
ニコBOX：中村・小坂・廣澤・鹿野
（小林課長、本日
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会

記

録

は卓話よろしくお願いします）
、山出
（小林課長、お久
しぶりです。本日は卓話よろしくお願いします。３週
間連続100％出席有難うございます。）、別所
（前回等、
欠席のお詫び）
の６君。
卓話：伊賀市産業振興部観光戦略課 課長 小林康
志氏

第2971回

26.10.28

晴れ

点鐘：中村晶宣会長
司会：岡本邦裕君
Song：「それでこそロータリー」、「浜千鳥」
ビジターズ：三谷
（上野東）
の１君。
オブザーバー：堀池組 堀池和茂氏
出席報告：①本日の出席率 88.23％ 欠席者=山下、
本城、山口、上田の４君。②前々回の修正 88.57％ メー
クアップ=なし。
会長報告：＊10/18・19地区大会が岐阜で開催されまし
た。記念講演はJR葛西氏の「リーダー論」でした。次週、
小坂幹事の方より卓話で詳しく報告されます。
＊上野祭り、ここ10年間で３日間晴れたのは初めてでした。
曳き手が少ないので、女子サッカーくの一の選手を借りま
した。若い子は元気で良かったです。＊朝夕、寒くなって
きたのでお身体ご自愛下さい。
幹事報告：＊10/18・19地区大会が岐阜で開催されま
した。＊米山奨学金のBOXを回していますのでご寄付
をお願いします。＊各協賛金のお礼。＊指名委員会を
本日開催します。＊例会変更。
委員会報告：ギア倶楽部から 10月例会優勝 宮田君
はぐるま会で上野ロータリークラブが、団体優勝でした。
ニコBOX：三谷
（上野東）
（お世話になります）、中村
（堀
池さんようこそ、ぜひご入会下さい）、小坂・山本
（堀
池さんようこそ、本日は例会楽しんで下さい）、稲浜
（は
ぐるま会欠席のお詫び。堀池さんようこそ。本日は例
会楽しんで下さい）、桃井・廣澤
（早退のお詫び）、宮田
（10
月のギア倶楽部優勝を自祝して、早退のお詫び）、町野
（亡き父の葬儀にはご心配をおかけしました。有難うご
ざいました）
の各君。
卓話：米山奨学金支援活動小委員長 今岡睦之君
土居義人君「最近の経済状況について」

上野RCギア倶楽部10月例会成績表（はぐるま会）
2014年10月17日（金） 於：名張サウスカントリー倶楽部
RANK

NAME

優勝 宮田

OUT

真吾

IN GROS H.C NET 歯車順位 修正HC

38

41

79

5

74 12位

3

猛

41

42

83

5

78 14位

4

３位 澤野

周勇

49

49

98 16

82 18位 14

４位 上田

泰生

51

44

95 10

85 ４位

５位 桃井

房夫

49

58 107 14

93 ８位

６位 福田

豊治

63

57 120 17 103 47位

ＯＰ 小坂

元治

51

48

２位 余野部

99

30位

