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国際ロータリー第2730地区

高鍋ロータリークラブ
区

会 長
副会長

福 岡 直 樹

幹 事
例会日
例会場

木 浦 亨 英

事務所

第 2010 回 平成 30 年 2 月 22 日プログラム
１．点 鐘
２．ロータリーソング
それでこそロータリー
３．ビジター・ゲスト紹介
４．会長の時間
５．幹事報告
６．出席報告

７．ＢＯＸ披露
８．委員会報告
９．会員卓話
10．次週例会案内
11．点 鐘
12.

本日の例会案内
＊100 万㌦
＊会員卓話―板垣 衛君、緒方隆憲君

第 2009 回 例会内容（2/15）
■会長の時間
会長 福岡 直樹君
「ロータリーの基本」より
Service（奉仕）における「正
しい質」「正しい量」「正しい
行動様式」とは それでは、シ
ェルドンの言う「正しい質」・
「正しい量」・「正しい行動様
式」 とは、具体的には何を指
している のでしょうか。それ
は、  高い品質、適正な価格
 豊富な品揃え  経営者・
従業員の適切な接客態度  公正な広告  豊富な商品知
識、高度な専門知識  十分なアフター・サービス とい
う、現代企業が顧客の信頼を得るのに必須の「サービス」
と異なりません。 ロータリーにおける Service（奉仕）
の現代的意義 1927 年、「四大奉仕」の枠組みが確立し、
以来「職業奉仕委員会」と呼ばれるようになった前身の委
員 会は、“Business Method Committee”（アーサー・ シ
ェルドンが初代委員長）という名称でした。当時、 ロー
タリーにおいて「サービス」という言葉は、正しいビジネ
スの方法を示す中核概念だったのです。「サービス」とい
う言葉は、現代日本では「値引き」「おまけ」「無料 」
などの意味で使われることが多く、また「商品」（モノ）

会報

坂 田 師 通
毎週木曜日 １２：３０～１３：３０
ホテル泉屋 ２F
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋 1368－4
ホテル泉屋内 TEL/FAX 0983-21-1636

高鍋ロータリークラブテーマ『エンジョイ』
第 2730 地区ガバナー
押川 弘已
中部分区ガバナー補佐 久寿米木 和夫
RI テーマ 『ロータリー：変化をもたらす』
地区テーマ『ロータリーを知り理解を深めよう』
2 月の月間テーマ
平和と紛争予防/紛争解決月間
次週例会案内；3 月 1 日（2011 回）
＊米山ランチ
＊月初めのセレモニー
＊ＩＭ報告―坂田君 ＊会員卓話―川上君
＊雑誌紹介
＊理事会
に対して人的労力の提供を「サービス」と呼んでいます。
サービスが正しいビジネスの 方法を意味していたシェ
ルドンの時代からロータリーの活動が広範囲に広がった
100 年後の現代ロータ リーにおいては、
「サービス」を、
その最も広い意味で使うようになっています。すなわち、
「社会に役立つ価値を提供すること」「世のため人のた
めに尽くすこと」 ロータリーは、事業および専門職務の
代表者の集まりですから、その「サービス」は先ず自ら
の職業 で発揮されることになります。それを「職業奉仕」
と呼びます。自らの職業のサービス・レベルを高め、 社
会に貢献できるよう努めることが、ロータリアンの最優
先課題といってもよいでしょう。 *朝日・読売・日経の
各新聞が、米国のオバマ新大統領の就任演説の日英対訳
を掲載していました。その 演説の中に３か所、Service
という言葉が出てきます。現代の米国での Service とい
う語の使われ方がよくわかるのでご紹介します。 一つは
狭義のサービス。
「商品・サービス」
（goods and services）
と「商品」という言葉と対にして使われて います。日本
語訳でも訳しようがないので、「サービス」とカタカナ表
記しています。 二つ目は、演説冒頭でブッシュ大統領に
敬意を表して“I thank President Bush for his service
to our nation”「私はブッシュ大統領のわが国への奉仕
に感謝する」。朝日新聞はここを奉仕と訳さず、「わが国
に対 する貢献」としています。英語の Service には、
「奉仕」という日本語では伝わらない、
「貢献」や「献身」

の意味が含まれていることがわかります。 三つ目は、演
説の後半、我々は過去のアメリカをつくり守ってきた英
雄と同じように“the spirit of service” 「奉仕の精
神」をもつべきだと訴えています。そしてその「奉仕の精
神」とは、「自分自身よりも大きな何かの 中に進んで意
味を見出す意思」と言い換えています。 ロータリーの広
義の Service「世のため人のために尽くす」と重なってい
ると考えられます。
（引用文献：RI 第 2840 地区「ロータリーの基本」より）

■幹報告＜文書案内＞
＊次期地区チーム研修セミナ
ー＆会長エレクト研修セミ
ナー開催のお知らせ
日時 2018 年 3 月 17～18 日
場所 鹿児島県民交流
センター
＊宮崎県薬物乱用防止指導員
への就任の件（2 年間）

■外部卓話

■宮崎県中部分区インターシティミーティング案内
ＩＭ 実行委員長 坂田師通君

幹事 木浦亨英君

高鍋包括支援センター
平田いくみ様

日 時
2018 年 2 月 17 日（土）13 時集合
場 所
四季亭 14：00～登録受付 14：30 開会
テーマ
「世界平和について考える」
基調講演
第 39 代第 5 航空団司令兼新田原基地司令
空将補
熊谷 三郎 氏
演題 「我が国周辺の状況と航空自衛隊の活動」
懇親会（希望者） 17：00～19：00

■ＢＯＸ披露

親睦活動委員 鍋倉春代君

＜ニコニコ・財団・米山ＢＯＸ＞

【福岡直樹君】平田いくみ様を
お迎えしまして。
ＩＭの成功を祈念して。
【桑野倫夫君】連続欠席しました
が今日から頑張ります。
【甲斐英治君】遅くなりすみませ
ん結婚記念祝のお返しです。

高鍋町認知症のとりくみ
認知症架け橋募金

■出席報告

出席委員長 甲斐英治君

出席報告（2/15）
正会員総数
46 名
出席会員数
33 名
ホーム出席率
71.74％
修正出席率
82.61％

講師紹介 プログラム委員長 石田喜克君

❤❤1 日遅れのバレンタインデー❤❤
ソングリーダー 橋口清和君

