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橋元　隆

昨日は、クリスマス忘年家族会に
コロナ禍にもかかわらず大勢の会員、
又会員ご家族の皆様にご出席いただ
きありがとうございました。おかげ
様で楽しい一時を過ごすことが出来
ました。小笹親睦委員長をはじめ、
親睦委員の方々には大変ご苦労をおかけしました。
心から感謝申し上げます。

さて本日は、職業奉仕フォーラムとなっており
ます。宮脇委員長に確認しましたら、石塚、松元、
栫会員による自社の職業紹介をしていただくと聞
いております。

その中でそれぞれの職業奉仕をお聞きできるの
を楽しみにしております。

ロータリーでの職業奉仕の意味を調べましたの
で、ご紹介させてもらいます。
「職業奉仕とは、職業を通して社会のニーズをほ

ぼ完全な形で満たせるよう努力を重ねるというこ
とです。それによって、自己の職業の品位と道徳
水準を高め、社会から尊重される存在にすること
ができる。

ここで大事なことは、ロータリアンは日々の仕
事を通して生きる力の根本である自らの道徳的能
力を高め、それを社会に反映させることを責務と
考えて努力しているということです。すなわち、
ロータリアンは日常の職業活動を通して、自分の
職場の従業員、取引先の人達やその関係者、ひい
ては地域社会の人達の模範となり、生きる力の根
源である道徳的能力を向上させることに努めてい
るのです。このような仕事の仕方をロータリーで
は職業奉仕と呼んでいます。」

以上、ロータリーでの職業奉仕の意味の紹介で
した。

ただ、私が職業奉仕が完璧にできているかとい
えば出来ていません。でも少しでも道徳的能力を
高めるように努力したいと思います。
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　　石塚　俊雄
　ロータリーは言わば、商業道徳が
大きな柱で倫理活動です。利己と利
他との調和を目的とする人生の哲学
であります。
　我が国は、1905 年にアメリカ・シ

カゴでロータリークラブが設立されて 15 年後には
東京クラブが出来ています。米山奨学金で有名な
米山梅吉翁も発起人の１人です。日本に於いては
既に江戸中期から、商業道徳、職業倫理は国中に
広まっておりました。徳川吉宗と大阪商人で造ら
れた懐徳堂は、曲折を経て現在大阪大学文学部に
連なっております。
　海江田パストガバナーがよく説かれる、江戸中
期文化文政時代に花開いた石門心学の祖石田梅岩
はつとに有名で、現代にも十分に通用する経営の
本質を説いております。

　ロータリーより 160 年〜 70 年前には庶民哲学と
して全国に広まり、武士階級にも影響を与えてい
たのです。
　ロータリーの職業奉仕の概念は、このような商
業道徳や倫理を“入りて学び、出でて実践する”
にあります。
　毎週例会で斉唱する職業宣言唱和や、４つのテ
ストなどで充分なのです。
　新入会員が迷うのは、以前は４大奉仕、今は５
大奉仕と言われております。社会奉仕・国際奉仕
に職業奉仕が含まれていますね。そこで“職業に
奉仕する事とは”とか“職業で奉仕するとは”と
なり、何だろうという事になります。
　第一義のクラブ奉仕でお分かり頂けると思いま
す。これは“ロータリークラブ例会を円滑に楽し
く克つ意義あるように運営しなさい”ということ
です。そこで職業奉仕も、そのままご自分の仕事
をしっかり運営しなさい！社員を露頭に迷わさな
いように、例会で切磋琢磨して経営に頑張りましょ
う！という事なのです。

年次総会 疾病予防と治療月間12月



ロータリーソング：「奉仕の理想」
職業宣言唱和：１・２
食事：「百万ドル食事」・「本日の演奏」　
会長の時間：会長　橋元　隆君
誕生日お祝い：中間　貴志君（１日）　小濱　愛斗君（５日）
　　　　　　　栫　浩多郎君（６日）　本村　嘉啓君（12 日）
　　　　　　　宇都　和治君（17 日）　本坊　修君（18 日）
結婚記念お祝い：本村嘉啓君（１日）、坂元　直人君（１日）
　　　　　　　　小福田　博君（8 日）、田實大志朗君（８日）
　　　　　　　　小笹貴之君（12 日）、坂元次郎君（25 日）
会務報告：幹事　下村　哲也君
１）本日の配布　①月信 12 月号　②週報
　　　　　　　　③中央ロータリークラブパンフレット
２）鹿児島市内 RC 会長・幹事会　
　　12/7（火）サンロイヤルホテル
　　参加者⇒宇都ガバナー補佐、橋元会長、下村幹事
３）RCC 例会　11：00 〜　場所：リンクビル９階

　　12/12（日）　指名出席者→神野・田實　各会員
　　12/26（日）　指名出席者→本村・丸山　各会員
４）本日定例理事会　例会後　開聞にて
５）次週　12/13（月）例会プログラム　　「年次総会」
　　友の見どころ＝広報雑誌・ＩＴ
出席報告：出席委員会
スマイルボックス：親睦委員会
職業奉仕フォーラム
卓話：石塚　俊雄君・松元　まや君・栫　浩多郎君

次回例会　令和３年12月20日（月）
会長・幹事上期を終えて
橋元隆君、下村哲也君

出席率 会員数 出席数 出席報告
第2031回例会 54名 27名 75.0%
前々回（11月22日）の補正 54名 31名 77.5%
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本日の曲目：Let it be、ザ・クリスマスソング、ホワイトクリスマス 演奏：入来慶子

●橋元隆会長、下村哲也幹事／昨日は、クリスマス忘年家族会
にコロナ禍にかかわらず 54 名の会員又家族の皆様に出席して、
もり上げていただきありがとうございました。又、小笹親睦委
員長をはじめ親睦委員の方々には大変ご苦労をおかけしまし
た。
●海江田順三郎君／昨晩の家族忘年会では、女性コーラスやビ
ンゴゲームなど楽しませて頂きました。親睦委員会の皆さまに
感謝いたします。
●石塚俊雄君／昨夜は沢山の景品を頂き有難うございました。
会長、幹事のパフォーマンス並びに親睦委員会の歓待進行と誠
に堂に入ったもので楽しい一時を過ごさせて貰いました。感謝!!
●坂元直人君／昨夜は当クラブの忘年家族会に家内と次女を連
れて参加させて頂きました。楽しい時間を過ごせましたことに
感謝しまして、スマイルさせていただきます。橋元会長と下村
幹事のラッスンゴレライ最高でした。観桜会か会長幹事の慰労
会の際にもう一回ご披露下さい。あと、結婚記念祝を頂きまし
た。ありがとうございます。
●宮脇謙舟君／昨日の家族会、親睦委員会の皆様、ありがとう
ございました。下村幹事と橋元会長ファミリーにも楽しませて
頂きました。職業奉仕フォーラムもよろしくお願いします。

●高岡和也君／ 11/28 日曜日に開催されました「いわさき白露
シニアトーナメントプロアマ戦」にてなんと優勝してしまいま
した。一緒にラウンドした河村雅之プロとメンバーにめぐまれ
ました。幸運すぎるのでバチが当たらないようスマイルします。
●小福田博君／結婚お祝いありがとうございます。37 年目に
なりました。よく頑張っています。頑張ると言えば昨日のラン
ニング桜島ですがなんとか無事に完走いたしました。引き続き
クリスマス家族会に出席できれば良かったのですが、夕方は歩
行困難の状況でした。欠席申し訳ありません。
●中間貴志君／誕生日祝いをいただきありがとうございます。
12 月 1 日年男 48 才となりました。年内にゴルフ 100 切り宣言
をしておりますが、あと 3 ラウンドがリミットとなっておりま
す。達成できるか微妙ですが、頑張ります。
●小笹貴之君／結婚記念祝、ありがとうございます。12 月 12
日で 22 年を迎えます。コロナ禍でここ 1 年半、妻とは数回し
か顔を合わせていませんが、夫婦仲は良くなった気がします。
不思議なものです。
●財団委員会／ 11 月 29 日ごはんの時間にて財団委員会担当の
ラウンドテーブルが開催されました。参加者は橋元、下村、尾辻、
池畠、田實、田中、宮脇、岩下、松元、川路の以上 10 名でした。

12月６日のスマイル　小計 35,829円　2021〜2022年度　累計 303,467円

定例理事会議事録定例理事会議事録
議　題
1） 12・1 月例会プログラム及び行

事予定（添付資料）……… 承認
２）会計報告（別紙明細）
　① 11 月度試算表について
　　…………………………… 承認
３） １月以降のコロナ関連欠席免

除について⇒１月以降は免除
しない。ZOOM は引き続き出
席扱い

４） 下期会費請求について（別紙参照） …………………… 承認
５） 次期理事役員について（添付資料） …………………… 承認
６） 職業奉仕賞候補者について　授与式　1/31（月）（添付資料）
　　⇒継続審議。
７） 情報集会について
　⇒ 開催する。ただし、コロナに留意して、小規模に班分けし

て行う。
８）献血協力について（協力月間）
　⇒広報活動（例会での告知）に協力することを承認。
９）その他
　①次回理事会について　
　　令和 3 年 1 月 12 日（水）　　13：30 〜　　
　　於：サンロイヤルホテル「トリアン」

会議名
場　所

定例理事会
開聞

日　時 和3年12月6日（月）
例会後～

出席者 橋元　隆・下村哲也
田中和俊・松元まや
小福田博・宮脇謙舟
坂元直人・栫浩多郎
丸山健太郎・竹添寛
加島　繁・吉田健朗

欠席者 高岡　和也

※紙面の関係上、職業奉仕フォーラムは次週まで掲載いたします
結婚記念お祝誕生日お祝


