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◆ 会長挨拶
安濃和正会長
皆さんこんにち
は。原ガバナー補
佐･会田IM実行委
員長ようこそお越
し下さいました。
また先週9日の新
年夜間例会にご参
加頂きました皆様
ありがとうございました。
早速ですが、1月は職業奉仕月間ですので、少し職
業奉仕のお話をしたいと思います。職業奉仕はロー
タリーの根幹的な目的と言われています。ロータリ
ーのロータリーたる所以は職業奉仕の実践にあると
さえ言われております。ところが残念な事に職業奉
仕は解りにくいと多くのロータリアンが申しており
ます。では何故解りにくいのか、一つは「職業」と
「奉仕」が一つの言葉になっているため解りづらく
なっていると思います。つまり「職業」とは、お金
を儲ける手段であり自分の為にする事で、「奉仕」
とは、世の為 人の為にする事で自分以外の人の為に
何かをする事であります。自分の為の「職業」と他
人の為の「奉仕」はエネルギーの方向が逆です。従
って「職業」と言うものは「奉仕」にならないと考
えられております。ロータリークラブ以外の奉仕団
体では「職業」と「奉仕」は全く別の世界に存在す
るもので、「奉仕」をしようと思えば職業以外の方
法で考えます。例えば仕事により儲けたお金の一部
を社会に寄付するとか、余った時間と労力でボラン
ティア活動をするとかを奉仕と考え、職業そのもの
を奉仕と考えておりません。我々ロータリーとは、
そこが大いに違う訳です。ロータリーは職業を営む
心。即ちお金を儲ける心と、世の為 人に為に奉仕す
る心とが同じ一つの心と考えているのです。一つの
心をもって職業を営みそして奉仕する。世の為 人に
為に奉仕する心をもって倫理的に職業を営みなさい
とロータリーは言っております。ここが、他団体と
根本的に異なっており「職業奉仕」と言う言葉が、
唯一ロータリーだけの専門用語となっている為、一

第 2766 回例会報告（例会日：2018 年 1 月 16 日）担当：江藤

真吾

越谷ロータリークラブ週報 VOL.2517
般の人には解りづらくなっていると思います。しか
しロータリアンである以上、各会員の皆さんが理解
しなければならないと思います。私の考えですが、
医師が診察をする場合に沢山の患者が来ているのを
見て、自分の収入が増えると考えるのでは問題にな
りません。そうではなく自分が勉強した知恵をもっ
て地域医療の為に何処まで潤す事ができるか？と考
える事によって職業＝奉仕と言う考えになるのかと
思います。診療という行為は同じでも考え方が違う
のであります。(お医者様を例えにして申し訳ありま
せん) 職業を現象と見る限りやっている事は同じで
も考え方を変えるとロータリーが提唱している「職
業奉仕」になるのかなぁ~と思います。会員の皆さん
も自分の職業について色々な考え方で照らして見て
下さい。以上で会長挨拶とさせて頂きます。
◆ 幹事報告
吉澤行雄幹事
1、本日例会終了後に 2
階研修室にて定例理事
会を行います。理事･
役員の皆様ご出席宜し
くお願いします。
2、18 日(木))にライオ
ンズクラブ合同新年例
会がギャザホールにて午後 6 時より開催されます。
会長が出席します。
3、21 日(日)に越谷中 RC 主催の国際食文化交流会が
大竹保育園にて午後 12 時より開催されます。会長･
幹事が出席します。
4、23 日(火)の例会は 25 日(木)の IM に振替となりま
す。ギャザホールにて午後 1 時より受付：午後 2 時
点鐘、全会員登録をしておりますので多くのご出席
をお願いします。尚、懇親会(午後 5 時 20 分~) から
なら出席できる方は是非お越し下さい。
5、27 日(土)に第 29 回ローターアクト年次大会が市
民会館うらわにて午後 1 時より開催されます。青少
年奉仕 増元委員長･坂巻副委員長が出席します。
6、会費のお知らせです。下期会費の納入をお願いし
ます。尚、銀行口座よりお引き落としの方は 1 月 22
日(月)が振替日となりますので口座の確認をお願い
します。後ほど FAX にて再度ご案内させて頂きます。
7、ロータリーの友･ガバナー月信等を BOX にお入れ
しましたのでご確認下さい。
◆ 委員会報告
◎ 会場運営委員会
小暮直正委員長
会員相互の交流と親睦を図る為に例会の座席をく
じ引き制とさせて頂いています。本日を含めて 1/30、
2/6、2/13 の計 4 回くじ引きで座席を決定させて頂き
ますので、出席委員会の所でくじを引いて入場して
下さい。

◆ 挨拶
◎ 第 8 グループガバナー補佐
原 美光様
皆様こんにちは。安
濃会長から職業奉仕
のお話がありタイム
リーだなと思います
が来週 IM が開催さ
れます。メインの内容
は「職業奉仕」につい
て難しい所を分かり
易く･具体的にどんな風に行っているのか、実践例も
挙げてお話致します。詳しくは委員長の方からご説
明させて頂きます。宜しくお願い致します。
◎ IM 実行委員長
会田皓章様
皆様こんにちは。越谷東 RC IM 実行委員長を仰せ
つかった会田 晧章と申します。昨年末もお話させて
頂きましたが最後にもう一度お願いに参った次第で
す。
「職業奉仕」の神髄を探ろうではないかという事
で、「日本でいちばん
大切にしたい会社」の
著者である法政大学
大学院の坂本教授、介
護シューズ界のまさ
に陸王を地でいって
いる徳武産業の会長
のお話。本当に心温ま
る仕事で社会に奉仕するという事を話して頂けると
思います。第二部につきましては皆様の会社の方に
も是非聞いて頂きたいと思いますので、声を掛けて
頂ければと思います。来週 25 日宜しくお願い致しま
す。
◆結婚・誕生祝い（敬称略）
誕生祝：藤田安幸 蓮見典史 斎藤順彦 加藤正信
中島雅樹
結婚祝：大野光政 中島美三郎 今井陽子 牛久祐一
◆ カウンセラー委嘱状授与
安濃和正会長
中川 訓新会員＝カウンセラー：森 仁三パスト会長

◆ 米山記念奨学感謝状授与
安濃和正会長
＊米山功労者マルチプル 6 回 「神戸廣通会員」
＊
〃
〃
3 回 「吉野寛治会員」
＊米山功労者:
坂巻邦夫会員･深野洋二会員･若海宗承会員
◆「日韓親善会議」報告 小暮直正国際奉仕副委員長
昨年 9 月 23 日に韓国のソウルで開催されました
「第 14 回日韓親善会議」につきましてご報告させて
頂きます。昨年 9 月 22～24 日の日程で、第 14 回日
韓親善会議並びに韓国第 3750 地区と友好地区 30 周
年姉妹地区締結式に出席して参りました。3 日間の
弾丸スケジュールでしたが、越谷 RC からは 13 名の
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皆様にご参加頂き、無
事に日程を終了する
事ができました。中島
団長･安濃会長を始め
ご参加頂いた皆様本
当にありがとうござ
いました。ちょうど北
朝鮮の核実験問題で
朝鮮半島が緊迫している中、無事に帰国する事がで
きて良かったと思っております。
日本と韓国、国同士は決して良い間柄とは言えま
せんが、韓国で触れ合う人達はとても気さくで、特
に中島団長のお友達でもいらっしゃいます BAE パ
ストガバナーを始めロータリアンの方々は皆さんと
ても親切な方ばかりでした。ロータリアン同士の友
情を肌で感じ、ロータリアンの目的でもある国際理
解・親善・平和に推進するという事、ロータリアン
としての使命を貢献しているというのをすごく実感
できる大変有意義な 3 日間だったと思います。詳細
につきましてはビデオを見ながら補足で説明をし、
最後に中島団長から一言総括を頂きまして報告とさ
せて頂きます。
《中島団長が両地区の友好関係に貢献したとの事で
感謝状を頂きました。》
日韓親善会議は日本と韓国併せまして 1,000 名の
出席があり、日本からは 500 名。2770 地区からは
95 名の出席がありました。「日韓親善会議」「3750
地区との姉妹地区調印式」につきましてはロータリ
ーの友 12 月号、ガバナー月信 11 月号にも掲載され
ており、もっと知りたい方はそちらをご覧頂ければ
と思います。
中島団長より総括
日韓親善会議参加
された皆様方大変お
疲れ様でした。あり
がとうございました。
南クラブから飯泉さ
んと岩淵さん、中ク
ラブから大野さんにも参加を頂きました。ビデオを
ご覧になったと思いますが春山事件というのがござ
いました。日韓親善会議は日本と韓国とで 1,000 名
程の参加者、延々と 5 時間程の会議、最後まで聞い
た人はおそらくいないのではないかなと。いずれに
しましても我が地区からは一番大勢行って頂きまし
た。そして韓国の方々と交わる中で、クラブ内の親
睦と韓国の方との親睦が図られたという事が非常に
大事なのかなと思っております。
◆ 「近況報告」
2017~'18 年度青少年交換留学生 リンさん

皆さんこんにち
は。今日は今までの
思い出を発表した
いと思います。
私は越谷 RC の皆
さんにお世話にな
っています。いつも
ありがとうござい
ます。今年も宜しくお願いします。
1.入国、2.学校生活、3.旅行、4.誕生日、5.友達との
交流についてです。
9 月に文化祭があり、みんなと一緒に準備して仲
良くなり写真も沢山撮る事ができました。修学旅行
は沖縄に行き買い物や水族館で海洋生物を見る事が
できました。友達と話をして楽しい時間を過ごしま
した。旅行は、鎌倉の色々なお寺に行きました。川
越に行った時もお寺に行きスタンプを集め、すべて
集めた時は達成感を感じる事ができました。誕生日
には韓国料理とケーキを食べました。私の顔が書い
てあるケーキを初めて見て感動しました。友達とは
渋谷･原宿などで遊びながら親しくなり良い友達を
作る事ができて嬉しかったです。すべての思い出が
一生忘れない思い出になりました。これからも宜し
くお願いします。どうもありがとうございました。
◆ ビジター･ゲスト紹介
第 8G ガバナー補佐 原 美光様･
IM 実行委員長 会田皓章様、
オブザーバー 北野慎司様、
元米山奨学生 何 小英さん、
交換留学生 リンさん
◆ スマイル報告(敬称略)
＊新年あけましておめでとうございます。ロータリ
ー活動も後半戦になりました。最後まで宜しくお願
いします。/ガバナー補佐 原 美光様
＊来週 25 日(木)の IM 宜しくお願いします。/IM 実
行委員長 会田皓章様
＊①ガバナー補佐 原様･IM 実行委員長 会田様よう
こそ越谷 RC へ。残り半期宜しくお願いします。ま
た IM の成功をご祈念致します。②北野慎司様入会
をお待ちしております。楽しい仲間が大勢おります
よ。③江藤会員「日韓親善会議」のビデオ制作お疲
れ様でした。リンちゃん近況報告ありがとうござい
ました。/安濃和正会長
＊①原ガバナー補佐･会田 IM 実行委員長本日はあり
がとうございます。IM の成功を祈っております。②
北野慎司様ようこそ越谷 RC へ。入会をお待ちして
おります。/吉澤行雄幹事
＊ガバナー補佐 原さん･IM 実行委員長 会田さんよ
うこそ越谷 RC へ。/井橋武治
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＊結婚祝いありがとうございます。何回、回を重ね
たでしょうか？これからも頑張って生きていきます。
/大野光政
＊原ガバナー補佐･会田 IM 実行委員長ようこそ越谷
RC へ。25 日の IM 楽しみにしています。/井橋吉一
＊①原 美光ガバナー補佐･会田 IM 実行委員長もう
少しで IM ですね！本日はご苦労様です。②46 回目
の結婚祝いありがとうございます。③何 小英さんお
元気のようですね！時たま例会に来て下さい。/中島
美三郎
＊ガバナー補佐 原 美光様･IM 実行委員長 会田皓
章様ようこそ越谷 RC へいらっしゃいました。/山田
二三夫
＊本日早退します。申し訳ありません。/石河秀夫
＊①原ガバナー補佐･会田 IM 実行委員長 IM の設営
ご苦労様です。大成功をご祈念しております。②リ
ンちゃん越谷 RC での初スピーチ良かったです。マ
ーシャとは違うね！/澤田裕二
＊原ガバナー補佐･会田 IM 実行委員長ようこそ越谷
RC へ。来週の IM 楽しみにしています。/坂巻邦夫
＊①ガバナー補佐 原 美光様ようこそ越谷 RC へ。
ご指導の程宜しくお願い致します。②中川 訓さん入
会おめでとうございます。未熟なカウンセラーです
が一緒にロータリーライフを楽しみましょう。③1
月 7 日の小江戸川越への初歩きには 60 名に及ぶ沢山
のご参加を頂きありがとうございました。/森 仁三
＊①ガバナー補佐 原様･IM 実行委員長 会田様よう
こそ越谷 RC へ。IM の成功を祈念致します。②米山
功労者 6 回目の神戸さん 3 回目の吉野さんそして初
めての坂巻さん･深野さん･若海さんおめでとうござ
います。本日は吉村さんから寄付を頂きました。未
だにご寄付をしたいのにされていない方、臆する事
なくお願い致します。できますれば私に肩タタキさ
れる前にご寄付頂ければ幸いです。/豊田高行
＊誕生日祝いと米山功労者表彰ありがとうございま
した。/深野洋二
＊誕生祝いありがとうございます。所用にため早退
させて頂きます。/斎藤順彦
＊リンさん今日はお疲れ様でした。これからも素晴
らしい思い出を沢山作って下さい。/増元 晃
＊誕生祝いありがとうございます。原ガバナー補佐･
会田 IM 実行委員長ようこそお越し下さいました。/
中島雅樹
＊いちよし証券 北野慎司支店長ご入会をお待ちし
ています。/瀧田貴夫
＊今年も宜しくお願いします。所用のため早退させ
て頂きます。/近藤正成
＊結婚祝いありがとうございます。昨日が結婚記念
日でしたが話題にもなりませんでした。/牛久祐一

＊お弁当でお世話になっております。今年も頑張り
ますので宜しくお願い致します。/お弁当のギョーザ
やさん
本日 31 件 54,000 円
累計 1,460,000 円
◆ 出席報告
本日出席率 61.70 ％ 会員数 102 名(名誉会員含)
出席者数 55 名 出席免除者数 19 名

1 月の結婚・誕生祝

カウンセラー：森

仁三パスト会長

米山功労者マルチ 6 回目：神戸廣通パスト会長

米山功労者：
坂巻邦夫会員･深野洋二会員･若海宗承会員
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