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鈴鹿西ロータリークラブ会報
所属:

国際ロータリー第 2630 地区 鈴鹿・亀山グループ;

創立:

1985 年 3 月 27 日; RI 認証:

事務所:
電話:

1985 年 6 月 3 日(No. 1665);

〒513-0802 三重県鈴鹿市飯野寺家町 816 鈴鹿商工会議所 3F;
059-383-7077; FAX: 059-383-8501;

E-Mail: info@rotary-suzuka-west.org; http: //www.rotary-suzuka-west.org/
例会場: 鈴鹿商工会議所 4F 大ホール; 例会日: 火曜日; 例会食事: 12: 00; 例会:

12: 30-13: 30;

2021 年 10 月 19 日(火)第 1664 回例会

す．先週も話しましたが，11/15 は IM，11/16

例会場：鈴鹿商工会議所 4 階 大ホール

は「子ども達を守る衛生てぶくろプロジェクト」
，

開始: 11：30 終了: 12：15

そして 11/30 は AG 訪問と特別な例会が続きま

例会進行: 衣斐信行 副ＳＡＡ

すので，今年のメインプロジェクトの「子ども

点鐘: 会長 田中 通

達を守る衛生てぶくろプロジェクト」のことを

ソング： それでこそロータリー

もう少し説明させていただきます．

ソングリーダー：服部高宣 副ＳＡＡ
会長挨拶

田中 通 会長
みなさん，こんにちは．



手袋 2 箱



ロータリーの友



Rotary 広報誌「友と歩む 地域と歩む」

新型コロナウイルス感染

これらを Rotary トートバッグに入れて，各保育

症の新規感染状況も三重

園・こども園に持っていくというものです．

県は昨日，遂に 0 件とな

例会ではセレモニーと役割分担を行います．

りました．このままゼロ

園に持っていかれる際に，プロジェクトの説明

が継続できるように，感

の他に Rotary と鈴鹿西 RC の宣伝を行っていた

染拡大防止に努めていきましょう．さて，今日

だき，会員増強にもつながるような機会にした

のプログラムは河田会員の卓話です．私が鈴鹿

いと思います．

西 RC に入会したのは 2004 年 1 月で，当時の

幹事報告

沖 俊成 幹事

会長は河田さんでした．河田さんのお話を聞く

当クラブ例会変更のお知らせ

と初心に返り，背筋が伸びる思いです．河田さ

・11 月 2 日（火）祝日規

ん，本日もよろしくお願いします．その前の委

定により休会

員会報告では江藤ロータリー財団委員長からの

・11 月 9 日（火）⇒11 月

先日の財団セミナー参加を受けての報告になり

15 日（月）鈴鹿・亀山グル
ープガバナー公式訪問 5 クラブ

ます．すごく中身の濃い委員会だったとのこと

合同例会・ＩＭのためコンフェット鈴鹿平安閣

でして，ご参加ありがとうございました．そし

・11 月 16 日（火）11：30～12：30（60

て来週は深谷公園での植栽活動です．

分）当会場

岸本社会奉仕委員長のご尽力に感謝しておりま

・11 月 23 日（火）法定休日のため休会
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・11 月 30 日（火）11：30～12：30（60

ので

分）当会場

います

改めて

プログラムを組みたいと考えて

※11 月 30 日は樋口政司ガバナー補佐訪問
です。
1. 日本経済新聞社「10 月 22 日（金）朝刊全
国版」にロータリーの一面広告掲載について、お
知らせを頂いております。
2. ロータリー日本 100 年史 頒布促進のお願いが
届いております。
3. ロータリー財団（補助金管理）オンライン研修
セミナーが 10/17 にあり、沖次期 AＧ、藤野会
長エレクト、江藤財団委員長が参加しました。
4. 山崎会員からのお知らせ。
5. 本日例会終了後、12：45 より第 7 回理事・
役員会を事務局において開催いたします．
委員会報告
＊ロータリー財団（補助金管理）研修セミナー
の報告
江藤隆仁 ロータリー財団委員長
１０月１７日

WEB に て

国際ロータリー第２６３０地
区財団研修セミナーに参加し
ました．

内容については

岸本春雄社会奉仕委員長

特に今回はセミナー講演会が
あり

ロータリーカードについての説明があり

ました．
依頼

来週は深谷公園での作業

ロータリーカードの推進

ポリオ根絶活動資金の仕組み等

です。よろしくお願いしま

取り組み

す。

ロータ

リーカード（クレジットカード決済）を経由し
た

財団への寄付が可能なシステムについて資

料を使って行われ
入し

世古口弘子例会プログラム副委員長

鈴鹿西クラブに置いても導

日頃は何かとお世話になっ

ロータリーカードを皆様が活用すること

によって

ポリオ根絶の活動資金に役立て

ています。色々なプログラ

貢

ム運営にもご協力よろしく

献可能であると思いました．本日は委員会報告

お願いします。今後も共に

の場ですので 詳細な説明は出来ませんでした

頑張りましょう。
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出席報告

ず初めに考えることは「職業奉仕」がロータリ

森 喜代造 出席副委員長

ーに於いてどのような位置付けがなされている

正会員 34 名中 20 名出席．出席率：74.07％

かである．そこで「ロータリーとは何か」が職

ニコニコボックス報告

業奉仕の出発点である．ロータリーとは一言で

眞弓純一 親睦・家族委員長

いえば、
「自己の職業を通じ地域社会に奉仕する

順不同・敬称略

もの」である．そして今はより一層発展的認識

※多額

をすれば人間の意志、行為の介入により社会現

※河田勝正：眞弓談話を忘れず「ニコＢＯＸ」へ．
本日の会員卓話よろしく．「職業奉仕論の一考

象と言える．社会科学の範疇に入り、合目的性

察」を述べます．

が重要視される．方法論としては、
「目的、手段」

※若林忠義：昨日、三重県はコロナ発生が「0」になり

の関係に於いて把握し、故に「奉仕」を目的と

ました．このまま終わることを祈ります．

し、対象は「地域社会」であり「自己の職業」

※山崎ていじ：久しぶりの例会出席です．御無沙汰

が目的達成の手段となる．自然現象として花が

しております．中々出席出来なくて申し訳ありませ

咲く、星が流れる、原因結果として因果論的把

ん．

握方法、が重要視される．

田中 通：河田さんの卓話、江藤さんの財団報告とて
も楽しみです．よろしくお願いします．

(個別的具体的展開は省く)最終的には RI の考え

岩崎 透：河田さん、江藤さん、楽しみにしていまし

方を取入れつつも、根底には日本の伝統的職業

た．

奉仕論を構築するという方式で良いのではない

服部高宣：河田さん、楽しい卓話よろしくお願いしま

だろうか。規定審議会に基づき 3 年に 1 度の提

す．
杉﨑雅代：河田様の卓話、勉強させて頂きます．

案時に日本の職業奉仕論を主張する．それに依

柴田友美：寒暖差がありますので皆様ご自愛ください．

り RI の認証には抵触しないであろう．

河田さん、卓話よろしくお願いします．
コロナ禍中のマスク着用例会情景

眞弓純一：今日も沢山のニコボックスありがとうござい
ます．河田さん卓話宜しくお願いします．

本日のプログラム
「会員卓話」
職業奉仕概論の一考察
—ロータリーの本質との関連を中心として—

河田勝正会員
はじめに問題提起される
ものは、難解と言われる
会報発行担当：岩崎 透

「職業奉仕」観について、
私的見解を述べれば、ま
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