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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

　２月12日月曜日、建国記念日の振替休日に当たるこの日、名古屋駅近くの名鉄グランドホテ

ルにおいて国際ロータリー第2630地区の新会員研修セミナー “ロータリー :変化をもたらす” が、

188名の参加によって開かれました。

　我がクラブからは直近における新入会員７名の中から５名が参加いたしました。セミナーは、

会員増強部門の山本和央委員長、田山ガバナーをはじめとする先輩諸氏の温かく心のこもった

歓迎のご挨拶に始まりました。

　田山ガバナーの基調講演「変化するロータリーを考える」では、ロータリー発足時よりの歩

みと現在、そして10年後の未来に向かっていく中で、ロータリアンとして得ることのできる数

多くの事柄とともに、果たすべき義務、守るべき精神など基本的な心得を話されました。

　とりわけ会員増強、世代交代、そして女性会員の増員を熱望されていることを熱く強く話され、

新入会員への期待の大きさに少々身じろぎました。

　情報部門委員長　丸尾謙二氏からは、ロータリーを学ぶ方法として計画的に委員会の委員長、

役員・理事、幹事などの役職についていくことが必要である事と、インターネットの活用につ

いてお話しいただきました。

　休憩をはさんだ後、新会員発表として12グループの代表各１名が「入会後、ロータリーにつ

いて関心を持ったこと。」を表題にして４分間の持ち時間で話されました。

　各々が感じたこと、得たことは

違っても学ぶことの数多いことが

立証された良いお話しを聞くこと

ができました。

　入会させていただいて半年余り

のこの時期に、改めてロータリア

ンとして必要である基本的な事柄

について学ばせていただく機会を

与えていただけたことを感謝いた

します。

2630地区新会員研修セミナーに参加して
新会員　山本　ヒサ子
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3 月クラブ行事予定 〔告　　知　　板〕

２月例会の一コマ

６日　11：30　第９回定例理事役員会
　　　12：30　例会（3126）　クラブの日
　　　13：40　第３回次年度理事役員会

13日　12：30　例会（3127）　卓話　朝日新聞記者　
　　　　　　 燧　正典氏　「外から見た伊賀」

20日　18：30　例会（3128）
　　　　　　 上野・上野東ロータリークラブ合同例会
　　　　　　 於　ヒルホテルサンピア伊賀

27日　12：30　移動例会（3129）　於 ゆめドームうえの
　　　　　　 「ボッチャ体験」

◎会長エレクト研修セミナー
　３月10日（土）10：30点鐘
　於　岐阜都ホテル

◎ギア倶楽部３月例会
　（上野・上野東合同例会）について
　３月20日（火）　於　ルート25ゴルフクラブ

◎３月生まれの会員
　９日 左橋　佳三君　９日 堀川　一成君　

12日 別所　泰広君　28日 福田　豊治君

▲岡波総合病院老人看護専門看護師　市川智子氏（2/20）

▲新会員卓話　北森隆文君（2/13）

▲ギア倶楽部１月例会優勝　余野部君（2/6） ▲新会員卓話　南出政彦君（2/6）
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　平成30年２月25日（日）職業奉仕部門セミ
ナーが岐阜都ホテルにおいて開催されました。
残念ながら参加者は一人だけでありました。
　定刻の午後１時に、山本和彦職業奉仕部門
委員会委員長の点鐘に始まり、田山雅敏ガバ
ナーはじめ特別出席者の紹介の後、田山雅敏
2630地区ガバナーが挨拶されました。
　続きまして、「ロータリーの扉を開く言葉」
と題し、職業奉仕部門カウンセラーの服部芳
樹氏が基調講演されました。
　Rotaryの扉を開く言葉は？　ロータリー
をひとことで言えば、そのロータリー語は？
それは、「奉仕の理想」（理念）であり、そ
れは何処に書いてある？我々ロータリーア
ンは、何を信じ何をなすべきかを述べた、

「ロータリーの綱領」（目的）に説かれている。
〈主文〉
ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎と
して、奉仕の理想（理念）を奨励し、これを
育むことにある。
この主文を説くと、五大奉仕に沿った奉仕活
動は、気合を入れてする大仕事。それは奉仕
の理想の心を以ってせよ。
奉仕の理想は、ロータリー精神の定義でもあ
り、その実践の座右の銘は、「四つのテスト」。

「近江商人の三方よし」「最もよく奉仕する者
最も多く報いられる」「サービス第一・利潤
第二」「おもてなしの心」、これらは皆、四つ
のテストの理念と相通じている。
　パワーポイントはここから始まりました。
昼食の弁当をいただき眠たい目をこすりなが
らの聴講でした。
続いて、Vocational Sarvice「職業奉仕」の
実践とは、なんだろう。
それはあなたにとって、あなたの職業が永く
栄えていくために、日々努めている当たり前
のこと。あまりにも日常的だから、見逃して
いるだけなのではないだろうか。「信頼なく
して、職行奉仕なし」すなわち信頼なくして、
ロータリー成立せず。揺るぎない信頼の基盤
の上に、価値的合理性を以て、顧客の心を、
洞察し、共感し、理解して行動する。（中略）
これまでに得た結論
１．奉仕の理想を中核に、職業奉仕実践を基

盤に置いた我国独自のロータリー哲学が
生まれた。

２．この哲学を基盤に、奉仕の理想を堅持す
べく、学びと親睦の例会を死守し、困難
辛苦を乗り越えて、日本のロータリーの
伝統が創造された。

国際ロータリー第２６３０地区
職業奉仕部門研修セミナーに参加して

次期職業奉仕委員長　山下　雅一

ニアピン　澤野周勇
雪の為、OUTのみのスコアーで集計しましたハンディキャップは２分の１で計算

３．この誇るべき伝統が源流となり、100年
余を経て今の大河となった。

４．この歴史こそ、他の奉仕団体と一線を画
する、我々のステータスではなかったか。

５．世界のロータリーが如何に在ろうと、寛
容の心を以て多様性を認めながらも、日
本に伝えられた、このロータリー本来の
姿を堅持するに、何の問題があろうか。

　正直に言って、職業奉仕が余計に難しく、
分からなくなってしまった様であります。
コーヒーブレイクをはさみ、その後６名の回
答者によります「Ｑ＆Ａ」広義な質問等があ
り、４時過ぎにガバナーエレクト木村静之氏
の講評などがあり、閉会点鐘にて終了いたし
ました。

上野RCギア倶楽部２月例会成績表
2018年２月11日（日）於：榊原温泉ゴルフクラブ

RANK NAME OUT IN GROS H.C NET 修正HC

優勝
２位
３位
４位
５位
６位
７位
８位
９位

49
54
51
52
53
52
56
59
62

49
54
51
52
53
52
56
59
62

6.5
9
6
7

6.5
3.5
7

7.5
8.5

42.5
45
45
45

46.5
48.5

49
51.5
53.5

9
14
11

澤野　周勇
桃井　房夫
小坂　元治
伊藤　康彦
今岡　睦之
本城　　髙
山本　禎昭
廣澤　浩一
福田　豊治
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第3123回　30.2.6　晴
�点鐘：別所泰広会長
�司会：粟辻寛明君
�Song：「君が代」、「奉仕の理想」
�ビジターズ：なし
�ゲスト：なし
�出席報告：①本日の出席率　97.29％　欠席者=安田
の１君。②前々回の修正　94.74％　メークアップ=神
戸（会員増強セミナー）の１君。
�誕生日祝い：吉岡・余野部・安田・桃井・左橋京子（ソ
ング）の５君。
�会長報告：＊今、流行しているインフルエンザに気を付
けて下さい。＊冬季ピョンチャンオリンピック開催。メダ
ル候補が多くいますし、期待しています。特に羽生君、高
梨さんに期待したいと思います。
�幹事報告：＊理事役員会の報告。＊上半期の決算報告。
＊創立記念例会の決算報告。＊職業分類承認。本日配
布しました。＊中高年者、健康体操開催します。3/5（月）
11：00〜13：30　於ヒルホテルサンピア伊賀。メイク
の対象になります。＊3/20上野・上野東合同例会です。
於ヒルホテルサンピア伊賀。＊2/12地区新会員セミナー
開催。5名出席予定。＊2/25地区職業奉仕セミナー開催。
１名出席予定。＊２月行事予定。＊4/30中勢・伊賀ボッ
チャ大会開催予定。＊ロータリーレート２月１ドル110
円。＊例会変更。
�委員会報告：＊市川君より 「上野ロータリークラブ
日本酒を楽しむ会」同好会参加のお願いと連絡。
�ニコBOX：別所（今日の理事会におきまして、上野
RC主催の中勢・伊賀グループ８クラブのボッチャ大会
を４月30日に開催する運びとなりました。皆様のご協
力をお願いします）、木津（南出君、急遽の卓話引受けて
くれてありがとう）、山本禎昭（南出君、卓話よろしく）、
南出（本日の卓話よろしくお願いします。）、吉岡・桃井（誕
生月を自祝して）、山本（早退のお詫び）の各君。
�卓話：クラブの日
　　　　新会員卓話　南出政彦君

＊創業92年目、南出電気堂として昭和2年開業。
＊時代背景にそった商売形態。＊人材育成の難
しさ。＊商売の難しさや楽しさ。＊入会させて
頂いた感謝。

第3124回　30.2.13　晴
�点鐘：別所泰広会長
�司会：粟辻寛明君
�Song：「我等の生業」、「雲」
�ビジターズ：なし
�ゲスト：なし
�出席報告：①本日の出席率　95.0％　欠席者=磯山・
中森の２君。②前々回の修正　100％　メークアップ=
なし。
�会長報告：＊ピョンチャンオリンピックメダル獲得の話。
＊米山奨学生（留学生）の受け入れが決まりました。４
月から2020年３月まで。月に１回、例会で奨学金を渡す。
ロータリーの事業に参加する。米山奨学生の万華さん（三
重大学大学院）のカウンセラーを2/16までに報告。小坂
君と石橋君にお願いする予定。

上野ロータリークラブ　　例　会　記　録
�幹事報告：＊２月12日、新会員研修セミナーに５名
参加。＊例会変更。
�委員会報告：＊廣澤職業奉仕委員長より 3/5（月）中・
高年健康体操教室開催について参加のお願い。＊ギア
倶楽部１月例会優勝　余野部君。＊ギア倶楽部２月例
会結果報告。遠征について。
�ニコBOX：別所・山本・木津（北森隆文君卓話よろしく）、
南出・北森徹（北森隆文君素敵な卓話期待してます）、南
出（北森君卓話頑張ってください）、北森隆文（本日の卓
話よろしくお願いします）、市川（孫が１名増えました。
無事男子誕生を喜んで）、余野部（ギア倶楽部新年早々
１月例会優勝と、２月10日、77歳誕生日の二重の喜び
を自祝して）、安田（誕生日を自祝して）、稲濱（先週と
今日の早退のお詫び）、粟辻（早退のお詫び）の各君。
�ロータリーの友読みどころ：中坂君
�卓話： 新会員卓話　北森隆文君
　　　　「庭を楽しむ」

＊現在は造園業。昔は花屋を東町で始める。
＊フラワーショップ北森から造園業へ変わる。
＊和・洋の庭、空間を楽しむ。庭は暮らしの
価値を上げる。＊龍安寺の方丈庭園の話。

第3125回　30.2.20　晴
�点鐘：別所泰広会長
�司会：粟辻寛明君
�Song：「日も風も星も」、「北帰行」
�ビジターズ：なし
�ゲスト：岡波総合病院老人看護専門看護師　市川智
子氏
�出席報告：①本日の出席率　94.74％　欠席者=南出・
堀之内の２君。②前々回の修正　100％　メークアップ
=安田（上野東）の１君。
�会長報告：＊ピョンチャンオリンピックメダルラッシュで
過去最高。＊小平さんの金メダルについて。ライバルとの
話。ライバルは金メダルのプレッシャーがありました。ラ
イバルとの友情の話。メダルより個人的なつながりが大事。
�幹事報告：＊次回は公認休会。＊本日、例会終了後
臨時理事会開催します。＊例会変更。
�委員会報告：稲濱君より「日本酒を楽しむ会」22名
登録　発足会18：30〜　於「そらや」。
�ニコBOX：別所・福増（岡波総合病院市川看護師様、
本日は卓話よろしくお願いします）、木津（市川さん100歳
まで元気に生き、100歳でポクリ安楽死する秘訣を教え
て下さい）、澤野（２月コンペ優勝を自祝して）、伊藤（北
森隆文さん先週の卓話の途中で退席致しました。すみ
ませんでした）、北森隆文（前回の例会で卓話をさせて
いただきましてありがとうございました。少し時間が
オーバーしました事お詫びいたします）の各君。
�卓話：岡波総合病院老人看護専門看護師　市川智子氏
 　　　　「老後をイキイキと過ごすためには」

＊日本の高齢化の現状。＊健康寿命について。
＊介護が必要になった理由。＊老化と日常生
活への影響。＊加齢による物忘れと認知症に
よる物忘れ。＊新しい老化モデル。＊高齢に
よる虚弱（フレイル）を予防し、健康寿命をの
ばすために。＊虚弱のプロセス。


