
★司会　河口武生 会長
点鐘　河口武生 会長★
ロータリーソング★

「それでこそロータリー」

ソングリーダー  山崎美津夫 会員

伊藤秀司

小山宏明　出席報告

会長報告 河口武生　会長 

　

ビジター紹介　　　　

                                           　　出席委員長

                                     親睦活動委員

ありません

河口武生　会長 ゲスト紹介

1.２月ロータリーレート　１ドル＝120円
2.2/20(土)、21(日)第32回RYLA見学会のご案内
3.地区よりロータリー米山奨学生受入れのお願いが
 きており、理事会にて検討いたします。
4.その他
①1/21(木)川崎ＲＣ、1/25(月)中央ＲＣ青少年交換
 表敬訪問の報告
②1/27（水）富津シティＲＣチャリティ家族会の報告
③先週配布議事録訂正の件、本日再配布しますの
　 差替えお願い致します。

今後の予定
◎ 2月  4日(木)　  「個人ができる海外でのテロ対策」
　　　　　　　　　　　Willam.J.yong 様

◎ 2月  9日(火)　  「第1.2.3ｸﾞﾙｰﾌﾟ ＩＭ参加」
　　　　　　　　　　　受　 付　14：00～
　　　　　　　　　　　開会式　14：30～
　　　　　　　　　　　場　 所　エポックなかはら

◎ 2月11日(木)　  休会（建国記念の日）

川崎マリーンロータリークラブ
国際ロータリー第2590地区 創立1993.2.19
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ありません

●川崎北ＲＣ

 2/ 10（水）休会（定款により）

 2/ 24（水）第2ｸﾞﾙｰﾌﾟ　6RC合同親睦例会

　　　　　　　　 ﾖｺﾊﾏｸﾞﾗﾝﾄﾞｲﾝﾀｰｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙﾎﾃﾙ

 3/ 9（水）移動例会　点鐘12：30　富士通ラウンジ

●川崎南ＲＣ

 2/ 9（火）移動例会　ＩＭに振替

 3/ 8（火）休会（理事会の裁量により）

●川崎中央ＲＣ

 1/25（月）新年夜間例会を通常例会に変更

　　　　　　　　点鐘12：30

 2/ 8 （月）→9（火）移動例会　ＩＭに参加会　

●川崎高津南ＲＣ
 2/ 1 （月）夜間例会　点鐘18：30
 2/ 8 （月）→9（火）移動例会　ＩＭに参加
 2/22（月）夜間例会　点鐘18：30
 2/29（月）移動例会　親睦例会ボーリング大会

＊週報を送ってくださったＲＣ

　　　　　　
＊近隣ＲＣからのお知らせ
   
     

　

伊藤恒満　幹事幹事報告
1.例会変更のお知らせ

ありません

委員会報告
　　

■山本栄次　広報・雑誌・記録委員長
　   ロータリーのバッジについて

■山崎美津夫　親睦活動委員長
　   1月のお誕生会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　

御幡幸男

　　

 １月のお誕生会

 

小山 宏明会員  1月26日

茶谷 龍太会員  1月26日

Happy
 Birthday!



◆ 小枝会員
　 富津シティＲＣとの例会楽しく過ごさせていただきま した。
 皆さんありがとうございます。
◆ 増田敏雄会員
 昨夜の富津さんの家族例会では美酒とフグをたっぷ りい
 ただきました。
 富津メンバーとの交流もとても楽しかったです。
◆ 森野会員
  稲毛神社節分祭福嶋大総代のお陰で多くのメンバーが
 参加いただき有難うございます。
 今年は息子も３回目のさる年で初めて参加しますので宜
 しくお願いします。
◆ 内田会員
　 また、太ったみたい
◆ 増田洋一会員
  小山さん、寒い中で審判していただきありがとうございま
 した。
◆ 山崎会員
 皆さん気温が低かったり、高かったりで体調は大丈夫で
 すか。私はようやく風邪が治りました。皆さんも体に気を
 付けて下さい。
 小枝さん、卓話楽しみにしています。
◆ 河口会員
 昨日の富津シティＲＣのチャリティ家族会参加の皆様、お
 疲れ様でした。フグがとても美味しかったです。
◆ 伊藤恒満会員
　 小枝さん、卓話宜しくお願いします。
◆ 安本会員
 小枝様、本日のお話楽しみにしています。　　　　　　　　　　　　　　

◆ 島田会員
 小枝さん今日の職業奉仕の卓話勉強させていた
　 だきます。
◆ 轟会員
 本日は地区職業奉仕委員長小枝義夫会員、卓話
 をよろしくお願い致します。
◆ 秦会員
　 小枝会員の卓話じっくり聞かせていただきます。
◆ 武藤会員
　 小枝義夫職業奉仕委員長、本日の卓話宜しくお
 願い致します。
◆ 山本会員
 小枝さん、今日のお話楽しみにしています。
 頑張ってください。
◆ 小山会員
　  小枝会員、本日の卓話楽しみです。
◆ 伊藤秀司会員
　  小枝さん、本日の卓話宜しくお願いします。
◆ 中條会員
 今日は良い天気ですね！
 小枝様の卓話楽しみにしてます。
◆ 鈴木会員
 昨日の富津シティロータリークラブとのチャリティ家
 族会参加の皆様、お疲れ様でした。
 楽しい例会でした。
 小枝地区職業奉仕委員長様、本日の卓話勉強させ
 ていただきます。

　
ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 安本好勝　副会長

東日本大震災義援金　10,000　円

　　　累計金額 　　 77,000　円

本日のニコニコ　　　17,500　円

　　　累計金額  　 577,000  円

クラブ会報担当：小枝義夫 委員長

本日の卓話

地区職業奉仕委員
クラブ職業奉仕委員長

　 小枝 義夫 様

　

『地区職業奉仕委員長会議の報告』

職業奉仕の理念はロータリーの根幹となる理念であり、活動の中核をなすものである。
今回実施しました地区職業奉仕委員長会議では、この職業奉仕の理念についてシン
ポジュウムという形で、箕田ガバナーと大野パストガバナーならびに高良ガバナーエレ
クトの三名のシンポジストに登壇していただき、自身の体験や専門分野からの視点でご
意見をいただきました。
   始めに箕田ガバナーより、近江商人の心「三方良し」についてお話くださいました。
昔から日本ではこの「三方良し」という言葉があった。自分だけ儲かれば良いというので
はなく、商売の相手に利益を与え、そしてその町にも利益を与えていく。この「三方良
し」という心とロータリーの職業奉仕の理念は同じ意味を持っている。この心を大切に商
売をすれば、必ず成功し繫栄してけるとお話しをしていただきました。
　 大野ガバナーは34才でロータリーに入会したそうです。入会した頃のタクシー業界は
「神風タクシー」と言われ、大変荒れていたそうです。ロータリーで学び実践して業界全
体の改善に努め、今では東京オリンピックの招致の時に滝川クリスティルさんが
「おもてなし」という事で「東京に是非いらして下さい。東京のタクシーは世界一ですよ」
と言っていただけるようになりました。これもロータリーに入会して以来、職業奉仕の理
念を心に今日まで努力を重ねて来た結果であるとお話をしていただきました。
　 また、髙良ガバナーエレクトからは、企業は存続しなければならない。存続の「存」は
存在価値の存である。世の中に存在価値が有るのだろうか。ロータリーには「意義ある
企業なのか、意義ある事業なのだろうか」と言う言葉があります。
また存続の「続」は永続の続である。どんなに厳しい局面を迎えても力強く進んで行か
なければ、続いては行かれない。「企業は社会の法規である。営利・利益と社会正義の
調和」と松下幸之助さんも言っている。また、渋沢栄一さんは「論語とソロバンの一致」
さらに二宮尊徳は「道徳なき経済は犯罪であり、経済なき道徳は寝言である」と私達の
先輩達が言っています。利益確保と職業理念のバランスをどうとるか、それが経営者の
才覚でしょうね。職業奉仕の理念と効率性のアップということが大切になるとご意見をい
ただきました。
  職業奉仕の理念を自身の会社に当てはめて、実践して行くことが大切な事なのだと
改めて思いました。ご静聴ありがとうございました。


