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点　鐘 大塚 正一 会長
スマイル体操 石原 安 親睦委員

司会と斉唱 山川 哲史 会場監督
平野 和枝 ソングリーダー

「我等の生業」
お客様紹介 小林 美和 親睦委員

米山奨学生　凌 飛 君

出席報告 宮崎 秀樹 出席委員長
会員数 58 名 出席 39 名 欠席 19 名

（対象外 4 名） 出席率 72.22%
前々回訂正 欠席 23 名 MAKE UP 8 名

（対象外 5 名） 訂正出席率 79.63%
欠席者

朝山君 花田君 波木井君 濱田君 小林（政）君 
上山君 三浦君 溝渕君 峯岸君 茂木君 
三平君 柾木君 野口（隆）君 大部君 世良君 
重田君 色摩君 齊木君 藁科君

奨学金の贈呈 凌 飛 君
大塚会長より、凌 飛 君に米山記念奨学金の贈呈が行われました。

お祝い 谷口 一成 親睦委員長
おめでとうございます！

 ● 会員誕生日
北村 善市 会員　　齊木 貴 会員　佐久間 馨 会員
波木井 輝昭 会員　関 孝篤 会員　
 ● ご夫人誕生日
松波 幸子 様　　川野 則子 様　
 ● 結婚記念日
世良 俊昭 会員　谷口 一成 会員　濱田 敦大 会員
 ● 入会記念日
宮崎 秀樹 会員　大部 哲也 会員　貝田 洋 会員
 ● 年間出席率 100％以上
金子 房一 会員　洪 征治 会員　松波 登 会員

会長報告 大塚 正一 会長
1. 地区より、2018-19 年度地区委員の委嘱状が届きました。

　・危機管理委員：川野 正久 会員、大塚 正一 会員
　・拡大・増強委員：戸川 俊雄 会員
　・クラブ奉仕委員：平野 和枝 会員

　・広報 ･ 公共イメージ向上委員：帯谷 昌充 会員
　・インターアクト委員：横山 芳春 会員
　・ＲＹＬＡ委員：色摩 和恵 会員
　・地区補助金委員：野口 隆一 会員
　・ロータリー平和センター委員：クルーズ 由美子 会員
　・米山奨学金増進委員：米山 元章 会員

2. 寄付の表彰品が届きましたのでお渡し致します。
◇ロータリー財団寄付：
・クラブ宛 End Polio Now「歴史に 1 ページを刻もう」　
　キャンペーンの感謝状（2016 ～ 17 年度）
・マルチプル ･ ポール ･ ハリス ･ フェローピン
　渡邊 敏久 会員（5）、北村 善市 会員（3）、小林 政男 会員（3）、
　波木井 輝昭 会員（2）、入来 武久 会員（1）
・ポール ･ ハリス ･ フェロー認証状と襟ピン
　峯岸 雅宏 会員、帯谷 昌充 会員
◇ロータリー米山記念奨学会寄付
・第 63 回 米山功労クラブ感謝状
・米山功労者メジャードナー感謝状
　川野 正久 会員（47）、市川 清 会員（10）+ ピン
・米山功労者マルチプル感謝状
　石井 弘 会員（9）、甲田 博康 会員（8）、北村 善市 会員（5）、
　松波 登 会員（3）、波木井 輝昭 会員（3）、松下 幸夫 会員（2）、
　松山 直樹 会員（2）、茂木 常夫 会員（2）
･ 米山功労者感謝状：谷口 一成 会員、色摩 和恵 会員、　
　柾木 永一郎 会員

幹事報告 帯谷 昌充 幹事
1. 地区からの来信

① 2018 ～ 19 年度 地区研修 ･ 協議会 部門別協議会サブ
　リーダーの委嘱状が届きました。
・クラブ管理運営部門 サブ ･ リーダー：大塚正一会員
②東日本大震災復興支援 植樹 in 岩沼「ともに植えよう」
　プロジェクトへの寄付のお願いと植樹活動のご案内

2. クラーク記念国際高等学校より、卒業式のご案内
日時：3 月 4 日（日）13：00 ～ 15：00
場所：ホテル KSP

3. Ｒ財団および米山記念奨学会より、確定申告用の領収証
が届きました。6RC 合同例会時に手渡し、または郵便で
お送りしましたのでご確認ください。
※一部の方は送金の関係上、米山寄付の領収書が 2018 年
　（翌年）となります。詳細は幹事まで

4. 他クラブ例会臨時変更
●川崎高津南 RC
　2 月 26 日（月）⇒ 27 日（火）移動例会 IM 参加
●川崎大師 RC
　2 月 21 日（水）⇒ 24 日（土）
　創立 45 周年記念式典　点鐘 17：30
　会場：ホテルニューグランドﾞ
　2 月 28 日（水）⇒ 27 日（火）IM 参加



●川崎鷺沼 RC
　2 月 28 日（水）⇒ 27 日（火）IM 参加
　3 月 7 日（水）～ 3 月 9 日（金）台湾
　台北市内 RC 訪問 親睦旅行
●川崎 RC
　3 月 29 日（木）休会
●川崎中原 RC
　3 月 15 日（木）⇒ 22 日（木）職場訪問移動例会
　（一社）AOH ショコラ工房見学

卓話
甲田 博康 会員

「職業奉仕とロータリーについて」
私は、職業なくしてロータリーはない、
職業奉仕がロータリーの基本だと考え
ています。職業というものは、人間同
士が協力して利益を作り出し、それを
人類社会に供給することによって、人
類社会を豊かにしていくその基盤とな
るものです。女王蜂と働き蜂のように
生まれながらに決められたものではな
く、職業というものは人間社会特有な
ものであり、生まれ持っているもので

はありません。自分の専門能力なり、仕事について修練する
ことにより、またその文化を引き継ぐことにより、より良き
資産を社会に供給する文化であり、人間の文化は職業なくし
てありえないと思います。エジプトや中国など、世界 4 大
文化の発祥の地を見ると、そこには人間の専門能力が活用さ
れてきた跡を見ることができます。それはまさに文化であり、
それが継続して発展していったものが現在の社会だと思いま
す。

農業や漁業といった第一次産業は古代からあります。はじめ
は自給自足ですが、生産力にだんだんと余力が出てきて、自
分で農業または漁業をしなくても、食べていけるようになり
ます。すると大工や鍛冶屋のような職業がでてきます。自分
の専門能力を活かして社会に貢献するわけです。これが発展
に発展を重ね、今では、第二次、第三次、第四次産業と様々
な職業が存在します。この進化してきた人間社会における職
業ですが、この進化をロータリーとしてどのようにとらえる
かを考えてみることが大事なのではないでしょうか。

ロータリーでは職業は奉仕だといっていますが、それは職業
をとおしてどのように社会に奉仕をするのかということです。
職業人が集まってできているのがロータリーですが、その精
神とは、職業を持つことで、またよい仕事をすることで、社
会奉仕を促し、それを基礎としてお付き合いをしていこうと
いうことです。職業をとおして良い仕事をして奉仕をするこ
と、有益な事業のために奉仕の精神をもってそれに仕えると
いうことをロータリーは促進しているのです。つまり、ロー
タリー活動というものは、職業の倫理を高め、奉仕をするよ
うな方向に人類をリードしたいということです。ロータリー
クラブは、会員すべて、お互いに勉強になるすばらしい会だ
と思います。その中にクラブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕、国
際奉仕があるわけです。これらはあくまで活動を通じて、職
業奉仕の基礎を提供しているということです。云わば、より
良い職業奉仕ができるよう、教育のためにという意味でもあ
ります。

ロータリーには「4 つのテスト」というものがあります。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、というものがありま
す。お互いに協業するためのベースになるものです。社員と
雇用主、お客様との関係、どちらに於いてもこの精神が基本
となります。取引に携わる者すべてに公平か、ためになるか、
Win Win の関係を構築することが大切です。そうすればお互
いに関連する者たちが上手くやっていけるのではないでしょ
うか。相手の専門能力を利用させてもらい、こちらの専門能
力を活用してもらう Win Win の関係は職業にとって絶対なる
ものです。そういった環境でこそ、良い職業奉仕ができるわ
けで、「4 つのテスト」がベースとなって活きてくるわけです。

「入りて学んで、出でて奉仕せよ」といいますが、私もロータ
リーに入ってから学びました。集まった皆様と会食などをし
ながら、愉快にその奉仕の精神が身につきます。近くにいる
仲間から、影響を受けて奉仕をする気持ちは強まってきまし
た。47 年間ロータリーにいますが、非常に愉快な気持ちでそ
の精神を習得できました。また、それが自分の企業の育成に
役立ちました。「最もよく奉仕する者、最も多く報われる」と
いう精神は、こういうことだと思いこれまで仕事をやってき
たのが嬉しく思えます。ロータリーにいることによって愉快
であるし、自分の育成もできる、また人生を終えるときに後
悔せず往生できそうだなという気もします。

ニコニコリポート 山川 哲史 会場監督
武田 信平 君

いよいよサッカーシーズンの到来です。先週 10 日にゼロックス
スーパーカップが行われました。フロンターレはセレッソ大阪と
戦いましたが、残念ながら 2 対 3 で敗戦。昨夜は、ACL 予選リー
グ第 1 戦、上海ジョウコウとの試合が等々力で行われ、こちらも
0 対 1 で敗れました。チームというのは、難しい生き物ですね。シー
ズンオフを挟んでチームがリセットされると、去年までできてい
たことができなくなってしまいます。まだチームとしての完成度
が上がっていませんでした。これからに期待したいと思います。

松波 登 君
1 月 28 日ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテルに
て、長男太郎の結婚披露宴を、森英介君の仲人で開催しました。
沢山のお客様にお越しいただき、無事終了しました。列席いた
だいた皆様、ありがとうございました。

大塚 正一 会長、入来 武久 副会長、帯谷 昌充 幹事
甲田会員、本日の卓話よろしくお願いいたします。

親睦委員会：谷口 一成 君、小林 美和 君、平野 和枝 君、石原 安 君
甲田さん、本日の卓話よろしくお願いいたします。卓話楽しみに
しております。

ビール同好会：戸川 俊雄 君、生垣 繁 君、渡邊 敏久 君、宮崎 秀樹 君、
大部 哲也 君、洪 征治 君、柳澤 信夫 君、武田 信平 君、佐久間 馨 君

甲田会員、本日はよろしくお願いいたします。楽しみです。ち
なみに今日は、バレンタインデー。関係ないネ！

川野 正久 君
甲田さんの卓話楽しみにしております。

相良 久征 君、クルーズ 由美子 君
甲田さん、本日よろしくお願いします。

甲田 博康 君
今日はつまらない話をさせていただきます。


