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  ２０２０年２月１９日（水） No.２７９７ 

 第２８５３回 例会 

 ○ ソング「奉仕の理想」 

 〇 和歌山東南RCとの合同夜間例会 

      アバローム紀の国 

             18：30～ 

 四四 つつののテテスストト  （言行はこれに照らしてから）  ⅠⅠ真真 実実かか どどううかか ⅡⅡみみんんななにに公公 平平かか ⅢⅢ好好 意意 とと友友情情 をを深深めめるるかか  ⅣⅣみみんんなな ののたためめ ににななるるかかどどううかか 

2019-2020年度 RI会長 ﾏｰｸ･ﾀﾞﾆｴﾙ・ﾏﾛｰﾆｰ 「 ROTARY CONNECTS THE WORLD 」 

事務所 〒640-8215 和歌山市橋丁23 

          Ｎ-4ビル 2Ｆ 

 TEL(073)423-8822  FAX(073)423-8821 

 http://www.wminamirc.jp/ 

例会場 〒640-8156 和歌山市七番丁26-1 

 ダイワロイネットホテル和歌山 TEL(073)435-0055 

例会日 毎週金曜日 12時30分～13時30分 

前週の報告  ２０２０年２月１４日（金） 

出席報告    会員８１名（出席規定適用免除会員１０名） 

          出席４４名  ホームクラブ出席者５４．３２％ 

会長報告（代理：上西豊基 副会長） 

ガバナー     中野 均 

本日のプログラム 

  
 

 ２０２０年２月２８日（金） 

 ○ ソング「早春賦」 

 〇 第３回 I.D.M.発表 

山田会長をはじめ10人の会員

がミャンマーでの調印式のため

今朝関空より飛び立ちました。 

よって本日は私が山田会長の

代わりに会長報告をいたしま

す。 

昨日、槇原敬之が覚せい剤所

持の疑いで再逮捕されました。

全くもって悲しいニュースです。

当クラブは「ダメ。ゼッタイ。」の

キャンペーン運動を今後も引き続き推進していかなければ

なりません。 

更に驚くべきニュースは、ついに和歌山県でも新型コロナ

ウイルス肺炎患者が出たということです。 

すでに新型コロナウイルス（COVID19）感染は世界中に拡

散し、感染者は６万人を越えています。日本ではクルーズ

船での感染者を含めると259人に登り、中国に次ぐ危険国

になっています。太平洋上のミクロネシア連邦、ツバル、サ

モア、キリバスの４カ国は日本からの入国を制限していま

す。 

死亡率は高くないものの、いざお膝元での発生を知ると穏

やかではいられません。高齢者や抵抗力の低下を来すよう

な基礎疾患保有者は肺炎の重症化が危惧されます。なる

べくアロチ界隈などの人混みを避け、マスクを着用し、手洗

い・うがいを励行し、くれぐれも感染予防に努めてください。 

バンコクトランジットのミャンマー組が無事帰国されることを

祈るばかりです。 

知ってもそんな得にならない豆知識 

新型コロナウイルスが心配な方のご相談は和歌山市保健

所が窓口になっています（073−433−2261）。 

幹事報告 

①次週２１日の例会は東南ＲＣと 

 の合同例会のため、１９日水曜 

 日に変更となっております。 

 会場はホテルアバローム紀の 

 国で時間は午後６時３０分から 

 です。 

 会員のみなさまにはお間違い 

 のないようお願い致します。 

②続きまして本日ロータリーの 

 友にクリップで後期の会員証を添付しておりますので 

 お持ち帰り下さい。 

③台湾岡山ＲＣより延期になった５５周年記念式典の案内 

 が届いております。式典は５月１６日（土）に開催されるよ 

 うですが、訪問、募集等につきましては、未だ収束の見え 

 ない新型コロナウィルスの状況を見ながら理事役員会や 

 国際委員会との話し合いの上改めてみなさんにお知らせ 

 したいと思います。 

本日は以上です。 



 

 

２０１９－２０２０年度テーマ：「 参加してロータリー活勣を楽しもう 」 

委員会報告 

 

    ニコニコ箱 

 

奥様誕生日・・・雑賀君 

上西君・・・チョコレートをいただいて。 

宮本（憲）君・・・角谷会員、岩井会員 先日おいしいお酒と 

         楽しい時間をどうもありがとうございました。 

北畑君・・・ミャンマー訪問の成功と無事を祈って！！ 

岩井君・・・IDM5班にメークアップさせて頂きおいしいクエと 

       南方さんの日本酒を頂きました。 

       2次会角谷さんごちそうさまでした。 

井口（廣）君・・・越部さんにバレンタインのチョコレートを 

          いただきました。ありがとう！ 

藤林君・・・越部さんからチョコをいただきまして。 

窪田君・・・IDM1班よりニコニコへ。 

       西村様ごちそう様でした。 

 

 

      計 ￥21,000 -  累計￥2,074,290 - 

２月お誕生祝 

①雑誌・広報委員会 

木村哲人委員 

縦組み13ページ「友愛の広場」に

面白い話がありました。ドイツの

ローテンブルクロータリークラブに

所属する会員が、1970年代初頭

にドイツで製造された車NSUの

「Ro80」に乗り、モスクワ→イルクー

ツク→ウラジオストク→鳥取経由

で、広島の自動車メーカー・マツ

ダ本社を訪問したという話です。

「Ro80」はロータリーエンジンを積

んでいます。マツダも言わずと知

れたロータリーエンジンの車を製

造してきました。1カ月以上にわた

るこの行程を支えたのが、各地の

ロータリアン。「ロータリーエンジ

ン」、「ロータリアン」と、だじゃれの

ような話ですが、車好きは目を留

めるかもしれません。 

 

②青少年育成委員会 

海堀 崇委員長 

養護施設等の子どもたちに喪服

を貸し出す制度を会員の皆様か

ら提供いただいた喪服で山田年

度内に発足させたいと考えていま

す。 

 つきましては、昨年10月ごろに

アンケートで喪服の提供をお申し

出いただいた方、また他に提供い

ただける喪服をお持ちの方にお

かれましては、青少年育成委員会までご連絡等いただけま

すようお願いいたします。 

親睦活動委員会メンバー 



 

 

２０１９－２０２０年度テーマ：「 参加してロータリー活勣を楽しもう 」 

卓 話 

「ロータリーの友に見る  

    職業奉仕のトレンド」 
   和歌山南RC（職業分類胃腸科） 

       田中 章慈 会員 

 「職業を通した奉仕活動なのだから、弁護士さんが、無料

の法律相談をする。あるいはお医者さんが、無医村に出か

けて行って無料で診療する。そういうのが職業奉仕かと

思っていたが、ロータリーの本を読むと、そういうのは立派

な行為だけれども、職業奉仕でなくてむしろ社会奉仕だ」と

いうエピソードを、2019年廣幡PGVは「職業奉仕Vocational 

Serviceとは何か」と題する職業奉仕論の導入に入れておら

れた。現在では、このような奉仕活動は職業奉仕の範疇に

入れられるようになったが、職業奉仕のトレンドに困惑する

会員は多い。 

 1987年のRIが提示した「職業奉仕に関する声明」を評し

て佐藤千壽PGVは著作「不易流行」の中で「RCは企業で

はありません。『クラブが開発したプロジェクト』とは何を意

味するのか、クラブが会員の事業計画まで指図できるの

か、（中略）ロータリーの混迷はこのあたりから始まった」と

述べ、我が国では奉仕理念と高い倫理基準を持って職業

活動を行っていくとする伝統的な職業奉仕論を唱えるロー

タリーリーダは多い。RIのいう職業奉仕（標準ロータリークラ

ブ定款第6条第2項）は、職業奉仕ではないという反発があ

り、2020年小林GVNの「100年をかけて育んできた『日本の

職業奉仕』」では、「RIや世界のロータリアンが甘受している

職業奉仕とは別な概念であって、『日本独自に深めてきた

ロータリー思想』と呼びたい」と主張されている。小林GVN

の意見は極論過ぎるが、2019年廣畑PGVの「職業奉仕

Vocational Serviceとは何か」や松宮PGVの「職業奉仕につ

いて」にあるように「『奉仕理念』、『サービス』をそのまま職

業に適応したい」という方は多い。 

 2017年本田PGVの「『職業奉仕』はロータリーの根幹かー

日本のロータリー100周年に向けて考えたいこと」におい

て、本田PGNは、「『職業奉仕』という言葉で『奉仕の理念』

（の職業への適用）や自分の職業倫理感を語ることをいっ

 2020年 MARK DANIEL MALONEY RI President のロー

タリアンとロータリー家族の皆様で始まるOpening Remarks 

では「ロータリーの職業奉仕は、事業や親睦において最も

高い倫理基準の中で、あらゆる職業を尊重し、ロータリアン

一人一人の職業を社会に奉仕する機会として重んじる心

に基づいています。そして最後の点が重要です。どんな職

業であっても、誠実に、常に、四つのテストに従って働け

ば、だれもが世界に大きく貢献できるということです。ロータ

リーは職業奉仕、及び職業上の人間関係の中で私たちが

実践する伝統的価値観により、世界中で尊敬を集めていま

す。ロータリーの成長を促す中で一番のセールスポイント

は職業奉仕であることを忘れてはなりません」と述べられて

いました。 

 私は、このお二人の文に触れ、ロータリーに入り勉強して

きたことを素直にうれしく思いました。  

  職業奉仕の実践を心がけていきましょう。 

たんやめ、世界共通の『奉仕の理念(奉仕の理想)』というこ

とばで、ロータリーの理念につるいての論議を深めていこ

う」と提案されたのである。この発表を契機として職業奉仕

論が活発となり、また混乱してきた現状がある。 

 「職業奉仕の原点」は、と思いついてPaul Harris 氏の

「The Rotarian Age」を繰ってみた。41ページにAn all-

round Rotarian is interested inで始まる一節を見つけた。

「一人のロータリアンは4つのすべての奉仕を巧みにこなす

ように」とあり、「職業奉仕(vocational service)を仕事や専門

職において倫理を関連づける(pertaining to the ethical 

conduct of his business or profession)」と簡単に定義して

いたのである。天職ではない。難しいことは何もかかれてい

ない。単純で美しい職業の心と奉仕の並木道を見たので

ある。 



 

 

２０１９－２０２０年度テーマ：「 参加してロータリー活勣を楽しもう 」 


