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第1086回例会 2021年(令和3年) 2月4日（木）
本日のプログラム「会員卓話 永田優治会員」 VOL.25-20

【会長アドレス】 会長 岩下いずみ

皆さまこんにちは

２０２０年は新型コロナウイルスの影響により外出や

移動の制限など新しい生活様式への対応が求められ、私

たちの行動様式は一変しました。

おうち時間が増えた方も多いかと思います。多くの気

づきやエピソードなどをオンラインツールを使って雑談

する機会を持つ事も楽しいかと思っていますのでどうぞ

よろしくお願いいたします。

さてロータリーの１月は職業奉仕月間となってます。

職業奉仕とは何でしょう。

職業とは生きていくためにお金を得るための手段であっ

て自分のためのものです。

そして奉仕とは自分以外の人や社会のためのものです。

ロータリーではその様な全く真逆な言葉を一つにして職

業奉仕と言っています。この言葉の中にロータリー独特

の考え方があります。私達は生活をより豊かにするため

に自分の職業分野で日々頑張っているわけですが大事な

事はロータリーは高潔性と高い倫理を重視していますの

でロータリアンは職業において道徳的能力を高めそれを

社会に反映させる事を責務と考え努力すると言う事です。

決して利益を除外してボランティアをすると言うことで

はありません。

以前純心インターアクトの例会で穂満会員が奉仕とボ

ランティアとの違いについてやさしくお話ししてくださっ

た事がありました。生徒さんはもちろんのことですが出

席したサザンの会員全員がお話に引き込まれた事を思い

出します。会長アドレス後に穂満会員に少しお話しして

いただこうと思っています。

そして本日幹事ゲストでお越しの関紀美代様は今日の

クラブフォーラムを見て入会をご決断くださると思いま

すので担当の濵田直前会長、難しくない楽しいフォーラ

ムになる事を期待しています。

【幹事報告】 幹事 小川ちえみ

①ガバナー月信・ロータリーの友、

1月号が届いていますのでお持ち

帰り下さい。

②1/16の霧島6社権現巡りは延期になりました。再開する

際は、改めてクラブ運営委員会よりご案内致します。

③2/18の4クラブ合同例会の会場がサンロイヤルホテルに

変更となっています。詳細はメールで送ります。

④鹿児島ユネスコ協会より「書き損じはがき・キャンペー

ン2021」へのご協力のお願いが届いています。官製は

がき・年賀はがきで書き間違えや、使用しなかったハ

ガキ等がありましたら、2月25日までにお願い致します。

⑤上竹会員の退会に伴い、理事に欠員が生じたため、細

則第３条第３節に基づき、穂満さんを理事に推挙し、

理事会にて承認を頂きましたのでご報告をさせて頂き

ます。

⑥下期会費納入は、今月末までにお願い致します。

⑦来週はＷＥＢ例会です。ZOOMで参加をお願いいたしま

す。

【ゲスト】

(株)エネサイト 代表取締役

關 紀美代様

米山奨学生 ダール・アシスさん

2020-2021年度 国際ロータリーのテーマ 「ロータリーは機会の扉を開く」
第2730地区目標 「不易流行・ロータリーの基本を堅持し、変化に適応するクラブを」

クラブスローガン 「Enjoy the change! 変化を楽しもう！」

前回第1084回例会(1/21(木))の報告 於：東急ＲＥＩ

【ロータリー財団寄付目標達成者】 堀嘉郎君

【米山記念奨学会寄付目標達成者】 堀嘉郎君

【ニコニコＢＯＸ】

◆岩下いずみ君・小川ちえみ君

皆様、新年あけましておめでとうございます。下期運

営にも皆様のご指導、ご協力を宜しくお願い申し上げま

す。 ＜ニコニコＢＯＸ累計額 ￥１１７，０００-＞

【１月の誕生日祝い】 おめでとうございます！
ダールアシスさん（１日）

中村聡君（18日）

堀嘉郎君（29日）

【プログラム】

クラブフォーラム

(奉仕プロジェクト）濵田一郎会員

地区「立法案」について、説明して頂き

ました。

例題を設けて、「職業奉仕」と思われる

ものはどれだと思いますか？と会員に質問形式で行いま

した。

【インターアクトでの卓話・穂満淳会員】

皆さんの活動は、立派な「ボランティア」

ですね。我々ロータリークラブが行っている

のは「奉仕活動」になります。「社会の為に

なる」という意味では同じですが、少しだけ

違いもあるようです。一般的にボランティアは無償且つ自分の

意志、といわれます。見返りを求めないし、自分の意志で始め

られて、自分の意志でやめる事も出来る。

そうじゃなくても助けになったり役に立てば、奉仕。

お金をもらっても、いやいややらされた活動でも、それが社会

の役に立てば「奉仕活動」。

我々ロータリーでは、「自分の職業を通じて社会の役に立と

う」という、「職業奉仕」の考えに則って活動しています。

もちろん、生活の為の職業ですから、利益も求めなければなり

ません。「世の中の仕事に、人々の役に立たない仕事は無い」

だから「自分の仕事に正しく取り組む事で、社会に貢献しよう」

と考えています。他にも寄付や無償の社会貢献活動もやってい

ますが、自分の意志というよりは、ロータリーという組織での

活動ですので、「奉仕」という事になります。

また、会社が社員にやらせているのも、奉仕活動ということ

になります。私の知っているあるタクシー会社は、５年間「立

哨活動」を続けています。毎朝、横断歩道で子供たちの安全を

守っている「黄色い旗」活動の事ですが、最初は運転者さん達

には嫌がる人もいたそうなんです。でも、小さい小学校の子供

たちが元気に挨拶をしてくれるんですね。可愛いもんだから、

おじちゃんたちはメロメロになっちゃって、みんな、喜んで行

くようになったそうです。

でも本当は、「人の役に立つ喜びを知ってしまったから」なん

だと思います。

人間は自分にしてもらった事より、自分がしてあげたことに

「幸福感」を感じると言われています。だから、「もっと良く

してあげたい」「一人でも多くの人に喜んでもらいたい」とい

う思いが生まれる事で、続けていく事が出来るし、仕事や勉強

に対しての意識も変わってくるんだと思います。

これらは我々のロータリー活動、皆さんのインターアクト活

動にも同じことが言えると思います。皆さんの将来に絶対に役

に立つ素晴らしい活動ですので、自分の意志で、積極的に、こ

のインターアクト活動に取り組んで頂ければ、高い志で仕事に

向き合える、立派な社会人になって頂けると思います。

田中SAA 藤崎会員(唱和) 松田泉会員（食事前ｺﾒﾝﾄ)

日 時：２０２１年２月１８日(木）12：30～13：30

場 所：東急REIホテル 2Ｆ

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ：未定

次回（第1087回）例会のお知らせ

出 席 報 告

★は、記帳受付有り （ホームクラブ例会場）

鹿児島RC 2/5(金）クラブ協議会(上期報告・下期計画)

2/12(金) 【定例夜間例会】18：30～20：30

フリートーク （山形屋）

鹿大ｱｶﾃﾞﾐｰRC2/5(金) ｸﾗﾌﾞ定款に基づき休会(稲森記念館)

中央RC 2/8(月) クラブ奉仕フォーラム

2/15(月） 会員卓話「年男 年頭所感」 (山形屋）

令和RC 2/8(月) クラブフォーラム(職業奉仕) (東急REI)

東南RC ★2/9(火) 夜間例会

2/16(火) 通常例会 （ｻﾝﾛｲﾔﾙ）

城西RC 2/9(火) 祝日の週につき休会

2/16(火) ｹﾞｽﾄ卓話ﾖｶﾞｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ今村美樹様(東急REI)

南RC 2/10(水) 職業奉仕賞(佐々木賞)授賞式

2/17(水) シリーズ卓話⑦東條正博会員 （ｻﾝﾛｲﾔﾙ）

西RC 2/10(水）クラブフォーラム(歴史と伝統)

2/17(水) 会員卓話 萩原 徹会員 （山形屋）

西南RC 2/10(水）定款に基づき休会

2/17(水) 外部卓話 （ゆうづき）

東RC 2/11(木） 祝日の為、休会

2/18(木) 会員卓話 佐藤純忠会員 (ｻﾝﾃﾞｲｽﾞｲﾝ）

北RC 2/11(木） ｸﾗﾌﾞ定款に基づき休会

★2/18(木) 厄払い例会熊襲亭：18：30～(ｱｰﾄﾎﾃﾙ鹿児島)

市内他ＲＣ例会プログラム

例会日 会員数 出席数 出席率％

第1084回1月21日(木) 46(44) 35 75.00

誕生日のコメント

は、中村聡君です。



【会長アドレス】 会長 岩下いずみ

皆さまこんにちは

ZOOM例会２回目になりました。本日も田中SAA、スムーズな進行をどうぞよろしくお願いいたします。

今日のプログラムは上期報告と下期計画発表となっています。

コロナ禍で活発な委員会を開く事が難しい中、今年度委員長の皆さまにおかれましては、発表のために委

員会での委員の皆さまの意見の取りまとめなど大変苦労されたのではないかと思います。

そんな中ではありますが先日、川原会員と池田会員が少人数での懇親会の席を設けてくださいました。久

しぶりにロータリーの濃くて楽しい時間を過ごす事が出来ました。その中で感じた事は顔を付き合わせてロー

タリーの話をすると言う事は仲間の考え方を理解し、先輩方から学ぶ事も多く、押し付けや台本がある訳で

はないので色々なお知恵を頂けるということをあらためて感じました。同時に自分自身のやる気スイッチも

押してもらえました。いまの私はエンジンがかかったり止まったりで不安定なリーダーでした。庄司会員に

はそんなところは見抜かれていたようで電話でそれとなく喝を入れて頂きました。素晴らしい先輩方です。

予定していた4クラブ合同例会はコロナ感染の状況を見据えてホストクラブとしては中止せざるを得ませ

んでしたが会長としてクラブ運営にしっかりと向き合い軌道修正して前を向いて進んでいきたいと思ってお

ります。直に顔を合わせられないのは残念ですが下期はオンラインミーティングなどを積極的に取り入れな

がら会話を大事にして丁寧に進めて参りたいと思います。

この様な状況の中で今年度はクラブでの社会奉仕事業ができそうにありません。

私の個人的な考えを申し上げますと、社会奉仕活動ができないのであれば奉仕事業の基盤となる寄付をする

事が望ましのではないかと思います。次年度に繰り越し金で残す寄付金と言う意味ではなく今年は財団、米

山奨学金、ポリオなどのロータリーの中の良い事をするために寄付をお願いしたいと思います。皆さんご承

知のとうり、ロータリー財団への寄付は税制上の優遇措置の対象になっています。税金を沢山お支払いの方

には特に財団の方に寄付をお願いしたいと思います。

それから多くの会員の皆さまにニコニコBOXで日常の些細なことでも、何でもいいので例会でコメントをい

ただきたいです。みんなで沢山の話題を共有しませんか。ニコニコの寄付金はクラブのために使われます。

ところで皆さん今日もロータリーバッジは付けていらっしゃいますか。

リアル例会はもちろんのことウェブ例会でも必ず付けていただけると良いかと思います。

私が入会した頃は先輩がチェックしていて忘れた会員には強制的に購入させていたのを覚えています。同

期入会の友人は５個位になったとぼやいていました。５個になる前に普通学習するものだと心で思いました

が、退会されました。あと服装や例会前のお出迎えのマナーなど厳しかったのを覚えています。

その当時は今日は何を注意されるのかドキドキでしたがそれがあったおかげで今日があると思っています。

【幹事報告】 幹事 小川ちえみ

①2月18日の4クラブ合同例会は中止となりました。

場所は、東急レイホテルで、時間は12：30～13：30です。

プログラムは後日、改めて詳細をお知らせします。

②下期会費納入の件ですが、1/25現在、未納の方々についてはメールでお知らせしております。

2/1（月曜日に）までに納入をお願い致します。

③来週、2月4日例会終了後、理事会をします。役員・理事の皆様、よろしくお願い申し上げます。

【ＺＯＯＭ例会の様子】

前回第1085回例会（1/28（木））の報告 於：ZOOM例会


