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四つのテスト
●真実かどうか　
●みんなに公平か　
●好意と友情を深めるか　
●みんなのためになるかどうか
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  第２６５０地区のテーマ
『育てよう人』
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第14回 10月13日 
通算1479回
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１.開会の点鐘　17時30分
２.ソング
　「赤とんぼ」
３.お客様の紹介
４.会務報告
５.会員卓話　
　国際奉仕委員長　潮田会員　
「WCS 世界社会奉仕へのお誘い」
６.閉会の点鐘　18時30分

例会プログラム
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1478回例会
会長挨拶
　昨日奈良市教育委員会と私ども奈良大宮ロータリークラブとの共催で、携帯ネットから
子供達を守るリーダーを対象に上級講座が開催され参加してきました。これは携帯の有害
サイトによる被害を出さないための啓蒙運動のひとつです。私共も2年前から水谷修先生
の講演会等を実施しましてこの問題に取り組んできました。今年は11月に有害サイト防止
の講習会を予定しておりますが、その時にリーダーとなって参加していただける人を養成
するために奈良市が実施した最後の上級講座でした。非常に熱心に参加していただき、最
後には奈良市から終了証書もいただきました。11月に実施します講習会には力を発揮して
いただけるものと思っています。
　本日4時から理事会を開催しましたので報告させていただきます。
１．先週も申し上げましたが平城京遷都1300年祭の寄付の件です。ロータリアン一人あた

り１万円と決めさせていただきました。徴収方法は後期の会費に１万円を加えて請求
させていただきます。

２．今月24日に行われます労働に学ぶについて、11月22日に行われますスワーダさんの講
演会、先ほどお話しました有害サイトの講習会　この3つについて承認いたしました。

３．11月9日（月）社会奉仕委員会で実施します献血について承認いたしました。
４．10月末に第二回の情報集会を行います。後ほど副会長より案内いたします。
５．皆さんにご協力いただいた台風・水害の寄付ですが、佐用町に48,000円、台湾に

6,511円としてガバナー事務所に送金いたしました。
６．皆さんにご心配をおかけしました事務局員の件ですが、まだ決定はしておりませんが、

何名か候補がおりますので次週面接をしましてできるだけ早く決定したいと思ってい
ます。

７．新入会員の候補が２名おります。明日以降所定の手続きをとり順調にいけば10月3週
めに入会式となります。

８．11月第一例会は臨時総会となっておりますが、今年は3日が祭日になりますので10月
27日に臨時総会を開催させていただきます。

　

例会状況報告
第13回 10月6日 
通算1478回
Ｒ.Ｃ.は出席から 1478回　
●会員数         　66名　　
●出席免除者数　　 21名
●出席者数　　　　 45名
●補填者数　　　　　－
●出席率　　　　 82.0％

1476回の修正　
●会員数         　66名　　
●出席免除者数　　 21名
●出席者数　　　　 51名
●補填者数　　　　　4名
●出席率　　　　 98.2％

杉山ガバナー夫妻

次週の例会
10月20日　卓話　米山奨学生　梁 善美氏　「前進」
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小西副会長
　今年度二回目の情報集会を開催いたします。10月26日（月）芝、28日（水）カコミ、29日（木）郡山萬佳、30日（金）
桃谷楼です。来週状差しに案内をいれさせていただきます。議題は「楽しい例会・意義ある例会」「奉仕活動に積極的
に参加しよう」です。
倉田新世代委員長
新世代委員会より3点ご連絡いたします。
１．10月24日（土）13:00～15:00三笠中学において労働に学ぶを実施します。今年は職業奉仕委員会とコラボレーショ

ンしておこないます。メーキャップにもなりますので多数ご参加ください。
２．11月22日（日）14:00～16:00　奈良100年会館中ホールにて「世界に認められた日本の教育」というテーマでスワー

ダ・アル・ムダファーラさんの講演会を開催いたします。こちらも親睦活動委員会とコラボレーションして行いま
す。

３．携帯電話有害サイトの対策セミナーとしまして11月30日（月）14:00～16:00に開催いたします。先ほど会長からも
お話ありましたように昨日上級研修がありました。私と増井委員長、11月30日にインストラクターになっていただ
く2名、他の学校の先生方に参加していただきました。当日はインストラクター2名の方に講師になっていただき講
習会をいたします。この講習会もメーキャップとなります。
スワ－ダ・アル・ムダファーラさんの講演会と携帯電話有害サイト防止セミナーについて現在チラシを作成中でし
て、後日状差しに入れさせていただきますのでよろしくお願いします。

増井親睦委員長
親睦活動委員会より3点ご報告とお願いをさせていただきます。
１．来週14日に県下のロータリークラブ親睦ゴルフ大会が開催されます。参加される方は頑張って前回以上の成績を目

指してください。
２．先ほど連絡ありました11月22日の家族親睦例会です。今回は新世代委員会と連携いたしまして、第一部に後援会、

第二部に講師の先生の歓迎会と夫婦同伴例会を重ねて行います。イベントとしましては、春野恵子さんの浪曲を予
定しております。

　　春野さんは高野会員の後輩でもありテレビでもよく紹介されている方ですので楽しみにしていただきたいと思いま
す。また、当日は奈良市長にもご出席いただき私どもから本を贈呈し、市長にご挨拶をいただきます。市長も大変
お忙しいのですが、北河原会員から強くお願いしていただき今のところ出席いただく予定でございます。

３．10月20日の例会終了後、新入会員坂井さんの歓迎会を行いますのでご出席いただくようお願いします。
野上米山記念奨学会担当
10月は米山記念奨学金の月間ということで、状差しに寄付金の封筒を入れさせていただきました。例会前と終了後に受
付におりますので皆様ご協力お願いします。
高野社会奉仕委員長
11月9日に献血活動を実施いたします。場所は例年通り近鉄奈良の駅ビル内献血ルームで、時間は11:00～16:00です。駅
ビル付近は工事をしていますが、ブースを作って受付をしたいと思います。献血には年齢制限等いろいろ条件があるよ
うなので後日書面で案内いたします。例会終了後に社会奉仕委員会を開催いたしますので委員の方は出席お願いします。
委員の方のお名前を申し上げます。渡辺さん多田廣さん日吉さん山本直明さん高木さん東田さん橋本さん森下さん鈴木
さん。ご協力お願いします。
西口職業奉仕副委員長
　例会終了後職業奉仕委員会を開催いたします。委員の方にはご案内しておりますが、飯田さん井上さん今崎さん石野
さん小川さん野崎さん、よろしくお願いします。

例会変更
あすかロータリークラブ
10月15日（木）橿原RCとの合同夜間例会の為時間を変更いたします。18:00から
なお、ビジター受付は平常通り10月15日（木）12:00～12:30橿原ロイヤルホテルフロント横にて行います。
奈良西ロータリークラブ
10月29日（木）定款第6条第1節C項　休会いたします。なおビジター受付はいたしません。
橿原ロータリークラブ
11月6日（金）定款第６条第１節C項　休会いたします。
なおビジター受付はいたしません　
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有井邦夫職業奉仕委員長「職業奉仕の実践について」

　どういう事か今年職業奉仕委員長を仰せつかわりました。本来なら地区
の職業奉仕委員会に10月の職業奉仕月間の卓話を依頼するのですが、本年
度の地区委員長大日向さんなのですが、この方が職業奉仕について勉強し
ていないロータリアンが多いのでまず委員長が話しなさいということにな
りました。私自身職業奉仕委員長ですのでその責務を果たしたいと思って
いるのですが、私自身職業奉仕て何するんやろなぁといまだによくわかな
いので大日向さんの書物、ロータリーの友、あるいはわかりやすいロータ
リーという本を貪って少しだけ勉強させていただきましたのでその事につ
いてお話させていただき、先輩の方々からご意見をいただきまた年が明け
ましたら私から指名させていただきいろいろと教えていただきたいと思い
ます。

　1912年にロータリーの創始者ポール・ハリスは「人間が行う事業は人間の表現で最高、かつ、信頼に足りるものであ
るというのが、ロータリアンの考えであります。
　ロータリアンの品性は高く保たなければなりません。なぜなら、一業種一人の集まり、お互いに異なった職業人が例
会において話し合いの場を持ち、お互いが切磋琢磨しながら、職業倫理を高め、実力の涵養と人格の形成に努めること、
これが真のロータリーの目的であり、ロータリアンとしての人生の道場であるといわれています。」
ポール・ハリスは「社会に役立つ人間になる方法はいろいろあるが、最も身近で効果的な方法は、間違いなく自分の職
業の中にある」と言っています。
　又、このようなことも言っています。職業奉仕は、各ロータリアンがその職業において最高の道徳水準を保つことだ
と定義づけています。職業奉仕で最も重要なことは、職業倫理の向上なのです。
　この職業という領域にこそ、ロータリーの奉仕の本質があります。これがゆえに、職業奉仕がロータリーの金看板と
いわれているゆえんかと思います。
　ところが、職業奉仕は複雑で難しく、何をするのかわからないと思う人が多く、活動を無視して、他の奉仕部門、ク
ラブ奉仕、社会奉仕、国際奉仕と新世代の活動だけに取り組んでいるように思います。
　今日、何が起こるかわからない時代、何が起きても不思議でない不透明な時代になり、世界各地で続発しているショ
ッキングな大企業、中小企業の不祥事にロータリアンの経営者は「ロータリーの綱領」や「４つのテスト」「ロータリ
ーの職業宣言」に対し何を考えていたのか・・・私利私欲に走る傾向が非常に強い。このように私自身自分を戒める言
葉で申し上げています。
　ロータリアンにとって職業奉仕とは、なんですか？２つの答えがあります。
　第１に、自分たちが仕事を行う上で奉仕の理想を体現することです。
　第２に、自分たちの事業および専門職務において知り合ったロータリアンではない人々に奉仕の理想を分かち合う　
　　　　　ことです。
　職業奉仕は、社会に奉仕するためのひとつの手段として職業を用いるのではありません。
　職業を正しく理解して遂行することが、他の者のニーズを満足させ、他の者に奉仕させることが、社会に対し奉仕す
ることです。そして、顧客、従業員、経営者、同僚、同業者、協力業者、株主その他の関係者や、社会一般の人々との
公正なあり方を正しく行うことによって、奉仕する意味があります。
　職業奉仕は、原則的に　i serve　であります。自らの職業を通じて道徳的、倫理観を高め、社会に奉仕することにあ
たるということです。これが　i serve　です。
　We serve は、奉仕活動をクラブ全員の力をして行う奉仕です。
サービスの理念を基本として、職業の道徳的水準を高めること、ロータリアン各自が業務を通じて社会に奉仕するため
に業務を品位有らしめること、綱領に表現されています。
　当クラブでは４つのテストはしっかり唱和していますが、綱領と職業宣言はこっちはおいているような気がします。
できましたらロータリーの綱領を皆さんで唱和していただきたいと思います。
ロータリアンは、職業倫理を遵守し、ロータリアンと職業を通じ、出会った、ロータリアンでない人々と、奉仕の理想
を分かち合う、ことと思っています。
ようするに、職業の道徳的水準を高めることと、有用な業務は尊重されるという誇りを持って行うことが大切かと思い
ます。
クラブの職業奉仕の責務とは、職業奉仕を実践して見せること、クラブの行動に職業奉仕を生かすこと、模範となる実
例を示すこと、会員の職業手腕を発揮できるプロジェクトを開発することなどを示すことです。皆さん「わかりやすい
ロータリー」読んでいただきましたか？４つのテスト、職業奉仕の新方針というのがでております。これは職業情報・
職業活動表彰・就職相談・職業指導ロータリーのボランティア・ロータリーの趣味・職業別親睦活動こういう事が新し
くでております。
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奈良大宮ロータリークラブの社会奉仕委員会で行っている「労働に学ぶ」も職業指導のひとつかなと思って、今回職業
奉仕も社会奉仕の活動に参画させてほしいと倉田委員長にお願いしました。
以下の３点についてアンケートで皆さんの忌憚のない意見を頂だいしたいと思ってます。
・あなたの職業における道徳水準を高めるために、個人としてどんなことができますか。
・ロータリーの倫理と誠意についてどのように思いますか。
・職業奉仕で最も重要なことはなんですか。…職業倫理の向上
ロータリークラブは、職業人の集いですから、ロータリアンになるためには、常に家庭でも、職場でも、いつも誠実さ、
公正さ、礼儀正しさを知っているだけではなく、その道徳的水準を高めなければならないのです。
職業奉仕の高い理念を口先だけで終わることでなく、行動に移す意思がなければ意味がありません。

　ロータリーの綱領
とくに次の各項を鼓吹、育成することにある。
第１　奉仕の機会として知り合いを広めること。
第２　事業及び専門職務の道徳的水準を高めること；あらゆる有用な業務は尊重されるべきであるという認識を深める
こと；そしてロータリアン各自が業務を通じて社会に奉仕するために、その業務を品位あらしめる。
第３　ロータリアンすべてが、その個人生活、事業生活および社会生活に奉仕の理想を適用すること。
第４　奉仕の理想に結ばれた、事業と専門職務に携わる人の世界的親交によって、国際間の理解と親善と平和を推進す
ること。
松山西ＲＣのＰＳ乃万恭一さんの例会の冒頭の話です。（ロータリーの友）

　四つのテスト　　　　　　　　　　　　　　逆　四つのテスト
言行はこれに照らしてから
１　真実かどうか　　　　　　　　　　　　　１　虚偽かどうか
２　みんなに公平か　　　　　　　　　　　　２　みんなに不公平か
３　好意と友情を深めるか　　　　　　　　　３　悪意と敵意を極めるか
４　みんなのためになるかどうか　　　　　　４　自分一人のためになるかどうか

　私たちが、「当たり前」だと錯覚していることがらは、逆のことを自覚することで「当たり前でない」ことがらに変
わることが多いと思いませんか。
起草者は、ハーバード・ｆ・テーラーです。１９４２年シカゴのリチャード・バアナーがロータリーで取り入れ１９４
３年３月１日（１９３２）
四つのテストは、ややもすれば軽視され、実行することに疑問を抱く声を耳にします。
「時際に役に立つのだろうか」「守るとお金が儲かるか？」
このテストは、ロータリーの理念をよくあらわし、ロータリーの信条と共に実行基準となっており、又指導原理でもあ
り、実行目標ともなっています。
本年度のテーマは「育てる」であります。
常に家庭でも、職場でも、同業者にも、取引業者にも、協力業者にも、いつも誠実さ、公正さ、礼儀正しさ、しってい
るばかりでなく、その道徳水準をさらに高めなければならない。
最後に、本年度の「活動計画」の実施について
　第４集になると思いますが皆さん方の生業集を作りたいなと思っています。１０年ぐらい前に一度第３集を作ってい
ますが、皆さんに協力いただき今年第４集を作りたいのでご協力お願いします。
　それから、お宅訪問をしたいと思います。自宅か会社かにお伺いしうまく商売されている方のお話を聞かせていただ
きます。
　今日「ロータリーの豆辞典」をいただきましたが、「ロータリーの豆知識」というのがあります。いろんなことが載
っていますので参考にしてお考えいただきたいと思います。また、「ロータリーの友」をしっかり見て参考にしていた
だきたいです。
　とりとめのない話になりましたがこれで私の話を終わらせていただきます。
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ロータリー情報委員会　飯田　二昭
「ロータリーミニ情報」＊創立総会

　昭和５４年１月２３日、スポンサークラブの奈良ロータリークラブ

の主催で、奈良ホテルで（仮）奈良大宮ロータリークラブの創立総会

が開かれました。

　出席者は杉山嘉一ガバナー、特別代表の緒方準一パスト・ガバナー、

来賓の平澤パストガバナー、足立地区拡大委員、奈良ロータリークラ

ブの会長、幹事と拡大委員他と、新クラブの創立メンバー２２名でし

た。

　杉山嘉一ガバナーのアドレスでは「ロータリー精神に則って、具体

的実践に移す機会を得られたことについては誠にご同慶にたえません。

新たにこの世界的な団体の中で多くの知識を吸収し、自信と抱負をも

って、共に奉仕に努めたい」

　来賓の平澤興パストガバナーの挨拶では「昔を知り、自らを知った

その上で、持ち味を新ロータリーに発揮して、日本の大宮から、世界

の大宮へその名を轟かせていただきたい。」

　定款及び細則（案）の承認、役員及び理事の選任を経て、仮クラブ

が発足。

　総会終了後別室で、国際ロータリーへ提出する書類に特別代表、仮

クラブの会長・幹事

が署名し、国際ロータリーへの加盟申請の手続きを完了しました。

　その後、国際ロータリーの事務局から杉山ガバナーに、昭和５４年

３月１日付けで加盟承認された旨の連絡が入り、この日、「仮クラブ」

から、正式に「奈良大宮ロータリークラブ」としてスタートし、認証

状伝達式の準備が本格化します。

　昭和５４年５月１５日、認証状伝達式を迎えることになります。

奈良の地で初マラソン挑戦へ　（坂井宣之）
「平城遷都1300年記念マラソン」（来年12月）で初マラソンに挑戦します。
まずは、今年の１２月６日（日）「奈良春日・大仏マラソン」で１０キロ走ります。
準備はこれからです。皆様、練習さぼってないか時々お声掛け下さい。

 

創立総会

杉山嘉一ガバナーへの国際ロータリー加盟承認の手紙
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南円堂

●会報・ＩＴ委員会／谷川千代則　藤井正勝　野上利樹  ●Webmaster／谷川千代則

奈良県中央子供家庭相談センター　所長　岸岡　靖郎　様　
前回卓話の講師の先生　謝礼金をニコニコに協力して頂きました。

深澤文雄　君　　　お世話になります。

冨川　悟　君　　　10月4日　孫のお宮まいりでは中村宮司には大変お世話になりありがとうございました。また、結婚記
念日のお祝をいただき感謝します。

有井邦夫　君　　　10月は職業奉仕月間です。職業奉仕について少しお話いたします。よろしくお願いします。

多田　廣　君　　　ニコニコ委員様にご協力。

渡辺英孝　君　　　橋本先生　ありがとうございました。

谷川千代則君　　　ニコニコ協力

　

ニコニコ箱　本日計 34,000円　累計　842,000円

ＮＯＭＣ第１36回「大江山 832ｍ」

（日　時）　平成21年　10月　4日 （日）
（参加者）　麹谷・飯田・高野・木村・小橋・向井・植倉

（行　程）
　 7：00　　近鉄新大宮駅前　発
　  ｜　　　　マイクロバス
　 9：50　　鬼嶽稲荷神社　着
　10：05　　鬼嶽稲荷神社　発　（登山開始）
　　｜　　　　　
　10：45　　千丈が岳山頂（833ｍ）　通過
　　｜
　11：20　　鳩が峰山頂（746ｍ）　通過
　　｜
　12：20　　鍋塚山頂（763ｍ）　着
　　　　　　　　＜昼　食＞
　13：00　　鍋塚山頂　発
　　｜
　13：25　　鍋塚と鳩が峰の鞍部　着（下山終了）
　　｜　　　　マイクロバス
　14：00　　大江山青少年グリーンロッジ　着
　　｜　　　　＜入浴＞
　15：00　　大江山青少年グリーンロッジ　発
　　｜　　　　マイクロバス
　18：30　　近鉄新大宮駅　着　（解散）


