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会長挨拶：渋谷義徳会長  

皆さんこんにちは  

ご多忙のところ万障差し繰り

の上、例会に出席いただきあり

がとうございます。 

本日は職業奉仕月間というこ

とで、山田地区職業奉仕委員長

（新潟ロータリークラブ）にお

いでいただきました。 

卓話をしていただきます。山田委員長よろしくお

願い申しあげます。 

さて、先週の例会あいさつでスポーツ界では大相

撲やピョンチャン五輪など話題が豊富です。とく

に若手の選手の活躍に期待が寄せられています。

若手といえば、将棋界では若干１４歳の少年、藤

井惣太棋士が注目のまとになっていますが、私は

同じ１４歳で卓球の張本智和選手の成長振りに

著しいものがあるので活躍に期待していると話

しました。 

全日本卓球選手権大会決勝戦が予定通り２１日

(日)に NHKＥテレで実況放映がありました。どこ

にも出かけないでＴＶ観戦を楽しみました。 

私の好きなスポーツである卓球のことを続けて話させてもらいます。今大会の男子シングルス決勝

戦は予想通り、過去９回優勝し、リオ五輪銅メダリストで実力ナンバーワンの水谷 隼選手との対

戦になりました。水谷選手の 10度目優勝なるか、はたまた張本選手の史上最年少のチャンピオン誕

生かとの注目の一戦でしたが、結果は多くのメディアで報道された通り、１４歳の張本智和選手が

勝利し、史上最年少で全日本卓球選手権のチャンピオンとなり、水谷 隼選手の１０度目の優勝を

阻止しました。また女子の部では１７歳の伊藤美誠選手が同じく１７歳の昨年優勝者の平野選手と

対戦し勝利し、女子ダブルス、混合ダブルス、女子シングルスの三冠達成の偉業を成し遂げました。 

卓球競技は勝負が早くて、つまらないかも知れませが、ピンポン玉の重さはたったの 2.4グラムで

す。普通に打っても飛びませんが、スマッシュのスピードは男子で秒速 20メートルで時速にして７

０Km、女子でも秒速 15メートル時速で５５Kmに達しています。白球に縦や横の回転を加え、魔球の

ように扱い競技をするところに、選手の技量の発揮、頭脳プレーの妙味があります。特に若手の台

頭で東京五輪での活躍が期待される競技に浮上するものと思ってこの先も注目してゆきます。 

本日の行事：「職業奉仕月間」 

「職業奉仕・社会奉仕全般について」 

 

◆本日の出席：６５名中３９名    

◆先々週の出席率：６５名中４８名 73.85％ 

          （前年同期 81.54％） 

◆本日のゲスト：ＲＩ第 2560地区 

職業奉仕委員長 山田 隆一 様  

                

◆先週のメークアップ（敬称略） 

 １月１８日見附ＲＣ 渕岡 茂 

１８日燕ＲＣ 樋口 勤 

   １８日加茂ＲＣ 中條耕二 

   １８日三条東ＲＣ 石川友意 

   １９日川瀬年度地区ゴルフ大会打合   

            佐藤義英 

＊本日の配布書類等  

・週報№1485 

　　  2017-2018年度 
　　国際ロータリー会長：イアンH.S.ライズリー「ロータリー：変化をもたらす」

　　第２５６０地区ガバナー：新保 清久「クラブと地区の変革をめざそう」

　　　　　　　　　－ＭakingＡＤifference in Ｃlub and Ｏur Ｄistrict－

三条北ロータリークラブテーマ
　　 　　　「ロータリーの魅力を再確認し、ともに変化をもたらそう」

　例会日：火曜日12：30～13：30

　例会場：三条ロイヤルホテル　℡34-8111

ＳＡＡ ：松山　浩仁 　事務局：三条市本町3-5-25三条ロイヤルホテル内

　ＴＥＬ：0256-35-7160　　FAX：0256-35-7488
ＨＰ：http://www.sanjo-nrc.org ＡＤ：north@sanjo-nrc.org

例会日　２０１８ ．１． ２３     　　　　　　累計№１４８６ 　　当年№２７

会　長：渋谷　義徳　　　　　　　　
幹　事：石黒　隆夫　　　　　　　　　
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今、旬の話題として映画「ミッドナイトバス」があります。1月 20日(土)県内先行ロードショー、

県外 27日順次公開になっていますが、新潟日報創業 140年を記念して制作された映画で、ほぼ全編

新潟県内ロケで撮影され、新潟県内各地がロケ地となりストーリーが展開されてゆきます。三条市

の白鳥の郷公苑でも撮影されています。物語は東京―新潟間の深夜高速バスの運転手を主人公にし

た、壊れた家族の再出発という人間ドラマと共に、映画で切り取られた新潟県内各地の魅力を再発

見する作品との前評判です。私も特別映画鑑賞券を持っていますので、県央シネマでスクリーンを

楽しもうと思っています。 

低気圧が急速に発展し、冬型の気圧配置が強まり、大雪、暴風雪注意報が出ています。私たちも出

かける時には、急がず、あわてず、余裕をもって行動し、事故や怪我のないように注意したいもの

です。お互いに体調を崩すことのないよう自己管理に努めましょう。ありがとうございました。 

 

幹事報告：石黒隆夫幹事 

・新保ガバナー、地区社会奉仕委員長より 

 「障害者就労促進・地区財団活動資金活用」セミナーのご案内 

  日時 2月 24日(土)14：00～17：00   会場 ホテルオークラ新潟 ４Ｆ 

・新保ガバナー、地区会員増強委員長より 新入会員研修セミナーのご案内 

  日時 3月 17日(土)13：00～   会場 ホテルオークラ新潟 

・新保ガバナー、地区青少年奉仕委員長より 日本ボーイスカウト新潟連盟から要請協力のお願い 

・三条ローターアクトクラブより 長久の家餅つき大会のご案内 

         日時 2月 12日(月)12：00～14：00頃  会場 長久の家 

・三条市共同募金委員会より 運営委員会の開催について 

          日時 2月 22日(木)15：00～  会場 三条市総合福祉センター 

 

＊＊＊＊＊ロータリー財団ボックス２３日現在累計２４７,０００円＊＊ 

星野 義男君 ロータリー財団に協力!! 

米山 忠俊君    〃 

石川 一昭君 都会では大雪でてんやわんやです。当三条市では 20～30㎝はあたりまえ!!

今夜から三条市も大雪の様です。近頃の予報は当たります。早めの帰宅を!! 

（特に運転者の皆様） 

＊＊＊＊＊米山奨学ボックス２３日現在累計４１２,０００円＊＊＊＊＊ 

早川 瀧雄君 米山ＢＯＸに協力 

渡辺  徹君   〃 

佐藤 弘志君    〃 

佐藤 秀一君 キタサンブルーに協力致します。 

坂内 康男君 米山ＢＯＸに協力ありがとうございます。 

渕岡  茂君 今年初めての例会。先週は見附ＲＣへ出席。見附にも是非出掛けて下さい・・

との事です。 

＊＊＊＊＊ニコニコボックス２３日現在累計５５３,０００円＊＊＊＊＊＊＊ 

山田隆一様（新潟ＲＣ）本日は卓話者として「職業奉仕について」のお話しをさせて頂きます。 

宜しくお願い致します。 

外山 裕一君 地区職業奉仕委員長山田様、今日は宜しくお願い致します。 

笹原 壯玄君 本成寺の放火に際しご心配お掛けしましたが大事に到らずに助かりました。 

渋谷 義徳君 山田地区職業奉仕委員長、宜しくお願い申し上げます。 

全日本卓球選手権大会男子ｼﾝｸﾞﾙｽ 14歳(史上最年少)張本智和選手優勝を祝して 

石黒 隆夫君 地区職業奉仕委員長山田隆一様、本日はようこそ三条北ロータリークラブへ 

       卓話宜しくお願い致します。笹原さん先日は大変でしたね。お見舞い申し上げます。 
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中條 耕二君 新潟ロータリークラブの山田隆一さん、ようこそお出で下さいました。心から歓迎

申し上げます。 

武田 恒夫君 たった今、社員の一人がインフルエンザに罹ったとのラインが来ました。帰りに多

量のマスクを買って会社に戻ります。皆様気を付けて下さい。 

石川 友意君 職業奉仕月間 山田委員長の卓話に感謝して!! 

金子太一郎君 羽賀委員長に協力します。 

岡田  健君 地区委員長山田様、歓迎します。卓話期待します。 

森   宏君 東京の親戚から大雪で大変というメールが来ましたが、新潟市内も東京と  

同じだと思いました。その点だけ新潟市も都会？ 

梨本 文也君 明日からの寒波がひどくないように・・・・祈って 

羽賀 一真君 昨年の秋には電験３種の資格を取りましたが、この冬に第１種電気工事士の 

試験にも合格しました。不器用（ぶきっちょ）な自分が良く取れたなあと自

分でも感心しています。 

 

本日の行事：「職業奉仕月間」「職業奉仕・社会奉仕全般について」  

ＲＩ第 2560地区職業奉仕委員長 山田隆一様（新潟ＲＣ） 

地区で職業奉仕委員

長をやっております

山田です。新潟ＲＣ

に所属しています。 

例会の貴重なお時間

を頂きありがとうご

ざいます。心より感

謝申し上げます。 

今月は職業奉仕の月

間でが、レジメの通

り職業奉仕と社会奉

仕にも触れさせて頂きます。ロータリーも難し

いのですが、職業奉仕も難しいテーマなので地

区の委員長になって色々、資料を見たり勉強さ

せて頂ました。皆さんロータリーの「源流の会」

というものがある事はご存じでしょうか？関西、

大阪で田中さんを中心に定例会を開いています。

ロータリーについての勉強会をしています。 

ネットで見て頂くと大変貴重な資料や活動の報

告など勉強になる内容のブログがあります。 

先輩から「ここでロータリーの設立当時の事を

勉強するといろんなロータリーのことが分かる」

と助言を頂き私も見て、勉強してみました。 

何となくですがロータリーのできた過程、職業

奉仕、社会奉仕の考え方が分かってきたような

気がしたので地区委員長としてのこの様な場が

あるとお話しさせて頂く事にしました。今日お

話させて頂いても、答えが出る訳でも定義づけ

する訳ではありません。これからの皆さんのロ

ータリーに対する考え方のヒントにして頂けれ

ばと思います。 

又、間違ったこともお話しするかもしれません

が、ご指摘して頂ければありがたいと思います。 

１．ロータリーの創立（当時のシカゴの状況を

想像して下さい。経済的には混乱していた状況

だった）ご存じの通り１９０５年２月２３日木

曜にシルベスタシール、ポールハリス、ハイラ

ムショーレー、ガスターバスロアの４名がシカ

ゴでロータリーを創立させました。 

言い出しっぺはご存じポールハリスですがこの

順番に意味があります。初代の会長はこの順番

通りシルベスタシールが初代会長です。ポール

の指名によるのですがポールの謙虚さも想像頂

けると思いますが、この時すでに「依頼された

ことは断れない、快く引き受ける」というロー

タリーの伝統があり、それを現在まで引き継が

れている、と言われています。その時正確には

１０回目位の例会で（当時は２週間に一回）半

年位の間に、今のロータリーに引き継がれてい

る①一人一業種で親睦を深める②お互いの事務

所でローテーションを決め定期的に会合する③

会員身分や役職も一年限りでローテーションす

るからロータリークラブとする、など矢継ぎ早

に決められていった。少しずつ違いはあります

が現在も受け継がれています。（公式な文面が残

っているわけではないので、個人の日記などか

ら想像するしかないという事です） 

そして１９０６年シカゴクラブの定款（目的）

（正式に残っている）1.本クラブの会員の事業

上の利益の増大 2.通常社交クラブの親睦に付随

する事項の推進 つまり①親睦と②相互扶助＝

自分たちクラブ員の利益の増大を目的としたの

です。広い意味での職業奉仕をと言えるのでは

ないか。 
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ドナルドカーター事件（1906-07年にかけて起

きた）特許弁理士ドナルドカーターへ入会を勧

めたとき、カーターは「自分たちだけの利益に

こだわって社会的に何もしない団体に将来性も

魅力もない」と初めて入会を断られた。当時の

ロータリーはロータリーに入会すればその制度

から経済効果が出て入会すれば誰でも事業が拡

大し富裕層になれると言われていたので、この

入会拒否はショックでした。がその時ポールハ

リスの対応は極めて適切で直ぐにロータリーの

考えを転換し定款に奉仕的な面を目的に加えま

した。3.シカゴ市の最大の利益を推進しシカゴ

市民としての誇りと忠誠心を市民の間に広げる。

１９０７年僅か２年後に③として社会奉仕的な

目的が加わった。 

そしてポールが２代目の会長に就任し「会員増

強・新クラブ設立・地域社会への奉仕」を提案

し活動方針が大きく転換、奉仕面では初めての

社会奉仕、シカゴ中心部に市民の為に公衆トイ

レを設置しました。がこれが大きなシカゴクラ

ブ内の論争となります。 

つまり親睦や自己利益を目的に入会した会員に

とって奉仕の概念が導入されたので大きな混乱

となりポールハリスは任期途中で会長を辞任し

ました。どんなに混乱が大きかったか想像頂け

ると思います。 

ポールハリスは１９１０年シカゴクラブを離れ

て、当時全米で１６クラブあった全米ロータリ

ークラブ連合会を作りそこへ移って活動し、そ

れが今のＲＩへとロータリー理想の追求の中心

が移っていきます。 

ここでは親睦を中心としたクラブ活動と奉仕理

念を追求する連合会、ＲＩとの分離と配慮、両

立がなされたとも言えます。 

職業奉仕の考えですがここではアーサー・フレ

デリック・シェルドンとフランク・コリンズの

存在を忘れる事はできません。 

シェルドンはＨｅ Ｐｒｏｆｉｔｓ ｍｏｓｔ 

ｗｈｏ ｓｅｒｖｅｓ ｂｅｓｔ．（最もよく奉

仕する者 最も多く報いられる）という職業奉

仕理念をロータリーに導入しそれを１９１１年

の全米ロータリークラブ連合会の総会で発表し

モットーとして採択された。 

続いてフランクリン・コリンズはＳｅｒｖｉｃ

ｅ ａｂｏｖｅ ｓｅｌｆ．（超我の奉仕）これ

も１９１１年ミネアポリス大会での演説でロー

タリー職業奉仕のモットーとして語り継がれて

います。 

そして１９１５年サンフランシスコ大会で親睦

を出発点としたロータリー運動は公衆トイレ設

置から始まった社会奉仕やこの職業奉仕モット

ーの採用によってその目的を奉仕に一大転換す

ることとなり１９１５年のサンフランシスコ大

会によって「公式な道徳律」として採択され、

翌年には「ロータリー通解」も小冊子として採

択され、それまでは、ばらばらに行なわれてき

た各クラブの運営や管理を標準化する規準を作

った事になり、奉仕か親睦かの論争も職業倫理

の高揚を前提とした初期ロータリーの思考を体

系的に総括しました。 

当時のロータリアンが単に職業奉仕理念を提唱

するだけでなく自らの職場でも適用する道徳律

を作って、それを実践し公正な自由競争ができ

る環境を整備しロータリアン自らの事業を伸ば

し一般大衆からも尊敬される状況を作っていっ

た事も忘れてはならなりません。 

１９２３年「職業奉仕の実践」を巡る論争があ

った。それはロータリー活動は職業奉仕の理念

に基づく活動であるべきという考えと世の中に

不幸な人がいる限りそれを救済する社会奉仕活

動に重点を置くべきという考えの論争です。 

これは当時のＲＩ理事会による決議２３－３４

によって職業奉仕理念をロータリーの哲学の前

提としながらも一定の枠、制限をもって団体的、

金銭的社会奉仕活動を認めるということで回避

した。これも今ある問題です。 

略しましたがその間国際奉仕の概念も導入され

１９２７年にＲＩ理事会ではクラブ奉仕・職業

奉仕・社会奉仕の委員会を設け今の四大奉仕の

構成ができて来ます。今から９０年前ロータリ

ー創立からほんの２２年間の動きです。 

ざっと話しましたが、このような経緯があって

今のロータリーがあり、私たちはクラブでどう

考えて実践したらいいのか。という事を皆さん

に考えて頂き、みなさんのクラブにとっての発

展、個人的な考えのヒントにして頂ければ幸い

と存じます。 

大変稚拙なお話で申し訳ありませんでした。 

ご静聴頂きありがとうございました。

 

職業奉仕の道徳律（倫理基準）要旨 

・商業や事業を営む者は経済学という科学を実践することであり経営学とはサービス学である。 

・事業の発展は事業主の力量如何に係っておりそれは末永く利益をもたらす顧客を確保する技術を

持って事業を営む事である。その技術の基になる物が販売学であり、会得する為には教育が必要



                    5              三条北ロータリークラブ週報 

 

である。教育の目的は真摯の気性を作り出すことによって能力、信頼性、持続性、行動力を引き

出し人間の守備範囲を増やす事である。 

・人生の成功は心理的、道徳的、物質的な自然の法則によって支配されており、これらの自然の法

則の全てを調和させる活動こそ再考の成功を意味する。それが経営である。 

ロータリー通解（１１条からなっている）抜粋 

・自分の職業は価値ある物であり社会に奉仕する絶好の機会を与えられるものと考えるべきだ 

 （企業の社会的使命） 

・自己改革を図り、実力を養い、奉仕を広げる事。それによって最もよく奉仕する者 最も多く報

いられる。というロータリーの基本原則を実証するべきである。 

参考：源流の会 会長 田中 毅 

ロータリアンに正しい奉仕理念を理解していただくための情報伝達媒体として、1999 年 5 月に個人

的サイト「ロータリーの源流」を開設、その後、2010 年 5 月より「源流の会」と名称変更をして、

運営形態も会員制度に改め収録内容も、内外の原著を中心に大幅に増やしました。 

お蔭様で現在は蔵書数 26,000冊、会員数も 350名を超え、更に 2013年度より「ロータリアンの広

場」と称する、多くの会員の方からの貴重なご意見を頂くコーナーを設けました。 

兎角、直接的な効果を求めて、対社会的な奉仕活動のみに走りがちな昨今ですが、間違った商習慣

が横行していた 20世紀初頭に、経営学という学問に基づいた奉仕理念を提唱して、多くのロータリ

アンに恩恵を与えた、アーサー・フレデリック・シェルドンの偉業に敬意を払うと共に、その真実

を未来に伝えていく必要性を強く感じながら、「源流の会」の運営を図っています。 

奉仕理念という原理原則を完全に理解して、初めて、対社会的奉仕活動の実践が結実することを忘

れてはなりません。奉仕理念を未来に繋げて、ロータリーの奉仕理念を堅持し、デジタル化した貴

重なロータリーの文献を永遠に保存し活用するために、「源流の会アーカイブス」をご後援頂きます

ようにお願い申し上げます。 

【源流の会】定款  

第 1条（目的） 

この会は、ロータリー及びその関連資料をデジタル化して保存し、これらの資料をインターネット

を通じて会員に提供する事を目的とする。 

第 2条（名称） この会の名称を「源流の会」とする。 

第 3条（所在地） この会は、兵庫県芦屋市海洋町 12-2-1003 田中 毅宅に置く。 

第 4条（会員資格） 

この会の会員は、この会の目的に賛同して入会を認められたロータリアンとする。 

第 5条（役員） この会に次の役員を置く。 

 会長  会長は会を代表する。 

 副会長 副会長は、会長に事故ある時、会長の職務を代行する。 

 幹事  幹事はそれぞれの会務を運営する責任者とする。 

 会計  会計は会の会計を担当する責任者とする。 

第 6条 （役員の任期）  役員の任期は 1年とするが再任は妨げない。 

第 7条（運営） 

会長は毎年 1 回総会を招集、開催し、この会の事業及び会計の報告、役員の改選等、会の運営に必

要な内容を会員に報告し審議を行なう。議事は委任状を含め会員の過半数の同意を以って決定する。 

第 8条（会費） 

この会の会費は年額 2000円とし会員から徴収する。但し、財源に不足が生じた場合は臨時に徴収す

ることができるものとする。 

第 9条（この会則に定めのない事項） 

この会則に定めのない事項については、役員の話し合いにより決定し、総会等で報告するものとす

る。 

第 10条（規約の改正）この規約は委任状を含め会員の過半数の同意をもって改正することができる。  
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日 月 火 水 木 金 土

２８ ２９ ３０ ３１ １ ２ ３
三条南ＲＣ
新年会18:30～
於：松木屋

三条北ＲＣ
「新年会」
18：30～
燕三条ワシントン
ホテル

三条ＲＣ
卓話
東京中小企業投
資育成会社
業務第５部長
田中保行様

三条東ＲＣ
外部卓話
燕ＲＣ
委員会紹介
加茂ＲＣ
国際奉仕について

吉田ＲＣ
夜例会　米山ｾ
ﾐﾅｰ報告
卓話
深滝晴生会員

４ ５ ６ ７ ８ ９ １０
休会 三条北ＲＣ

「平和と紛争予防
月間」卓話予定
衆議院議員泉田裕
彦様　変更の場合
があります

三条ＲＣ
卓話
相場弘介会員

三条東ＲＣ
外部卓話
燕ＲＣ
委員会紹介
加茂ＲＣ
外部卓話

吉田ＲＣ
卓話
深澤利陸会員

地区運営会
議

１１ １２ １３ １４ １５ １６ １７
振替休日 三条北ＲＣ

クラブフォーラム
会員増強

三条ＲＣ
新年会
越前屋ホテル

三条東ＲＣ
休会
燕ＲＣ
ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ
加茂ＲＣ
夜例会

休会 Ｒ財団セミ
ナー

１８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４
三条南ＲＣ
「平和と紛争予
防解決月間」卓
話「日本ＪＣでの
ウガンダ事業」
五十嵐悠介様

三条北ＲＣ
卓話
三条税務署
署長
廣瀬 隆　様

休会 三条東ＲＣ
財団ｾﾐﾅｰ報告
燕ＲＣ
外部卓話
加茂ＲＣ
外部卓話

吉田ＲＣ
Ｒ財団セミナー
報告
卓話
山縣恒介会員

社会奉仕セ
ミナー

２５ ２６ ２７ ２８ 卓話講師
三条南ＲＣ
卓話
三条経営労務セ
ンター
専務理事
佐藤　勝　様

三条北ＲＣ
新会員卓話
梨本文也会員

三条ＲＣ
卓話
粟ヶ岳トレイルラ
ン実行委員長
佐藤卓之様

　２日（金）吉田ＲＣ （燕市吉田産業会館）
　５日（月）三条南ＲＣ （三条信用金庫本店）
１４日（水）三条ＲＣ （越前屋ホテル）
１５日（木）三条東ＲＣ （三条ロイヤルホテル）

（記帳受付） １５日（木）加茂ＲＣ （加茂市産業センター）
２１日（水）三条ＲＣ （越前屋ホテル）

川瀬年度
会長エレクト研修 ２０１８年3月24日(土)
地区研修協議会 　　　　 　5月19日(土)
三条南ＲＣ50周年式典　 　6月16日（土)

★上記以外ＲＣ　火曜日　分水・田上あじさい　木曜日　見附・巻

三条東ＲＣ
１日　三条商工会議所会頭兼古耕一様
８日　(株)ｍｕｋｕ　田中栄二様
加茂ＲＣ
８日(株)ケンテムハウス　高杉　彰様
２２日三井生命保険(株)　横田博文様

２月の行事予定（第4分区内ＲＣ）


