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50年を経て、さらに求める 「奉仕の理想」
●創立／1968年4月24日 ●事務所／米子市西福原1-1-55 スマイルホテル米子 ℡(0859)32-5531
●例会日／水曜日12:30～13:30 ●例会場／ＡＮＡクラウンプラザホテル米子
米子市久米町53-2 ℡(0859)36-1111
●会長／永島清孝 ●幹事／今出 上 ●会報／黒見純治

出席報告
会員数 112名
出席数 69 名 欠席数 39 名
出席免除会員 4 名 荒川(雄)君 杉原（弘）君
新納君 佐田山君
出席率
64.55 ％
補正出席率 前回 1/23 74.77 % 1/9 76.79 %
ビジター
メーキャップ
小土井君（1/31高崎東RC、2/3～3 青少年交換中四
国3地区合同オリエンテーション） 会員2名（2/5境港
RC） 理事10名（2/6 2月度理事会）
今週のお祝い
夫人誕生祝：2日 尾沢三夫君 12日 池口由紀彦
会長挨拶
皆様こんにちは。１月は職業奉仕月間であります。職
業奉仕はロータリーの五大奉仕の１つであります。私
は職業奉仕の委員長をしたことがありますが、職業奉
仕はロータリーにとって何だろうかと理解に困りました。
そこで会員の吉岡元会長に相談したことがあります。
職業奉仕は話すことが沢山ありますと言われ私自身、
悩んだことがあります。今月のガバナー月信の地区ガ
バナー末長範彦氏が新春のあいさつで職業奉仕につ
いてわかりやすく説明されておられますので紹介しま
す。
1月は職業奉仕月間です。ロータリーには五大奉仕
があります。クラブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕、国際奉
仕、青少年奉仕です。この中でも、職業奉仕は1905年、
ロータリークラブ創立の基本理念にあり、ロータリーの
目的第2項に
職業上の高い倫理基準を保ち
役立つ仕事はすべて価値あるものと認識し
社会に奉仕する機会としてロータリアン各自の
職業を高潔なものにすること
として「職業奉仕は、ロータリークラブとクラブ会員両方
の責務である」と明記しています。一業一人の相互扶
助のクラブとして発足、職業を通しての奉仕が元にあり
きでした。
そして、私もそうでしたが、多くのロータリアンが最初

君 14日 石井敬薫君 19日 宮本寛雄君 24日
宮永誠治君 27日 木美俊彦君 30日 野津一
成君
結婚記念日祝：1日 長谷川 進君 室 敦文君
11日 木田洋一君 12日 永島正道君 15日 杉
原秀一郎君 16日 吉岡朋美君 20日深井基義
君 27日 赤木勇夫君 梅田整一君
スマイルBOX
44,000 円 （920,000 円）
結婚記念日祝：赤木君、深井君、室君、永島（正）
君、杉原（秀）君 夫人誕生祝：池口君、石井井君、
木美君、小土井君、宮本（寛）君、宮永君、野津君
スマイルします：永島会長 末娘に女の子が誕生！
初孫です。おじいちゃんになりました。：澤君

に覚えたのが
「超我の奉仕」
「最もよく奉仕する者、最も多く報いられる」
これはロータリーの公式標語です。
そしてもう1つ
「Doing Good in the World」（世界でよいことをしよう）
これはロータリー財団の標語です。
この3つの文章には職業奉仕の在り方が見事に表
現されています。超我とは自分を超える。我欲にとら
われず、自利他利の精神。つまり、自分より先に人に
利するように。そして奉仕の目を世界に向けて、と。簡
潔な言葉に蘊蓄があるのです。
さらに、ロータリーの言葉で心に響いたのが四つの
テスト。
1 真実かどうか
2 みんなに公平か
3 好意と友情を深めるか
4 みんなのためになるかどうか
例会のはじめに唱和するクラブも多いが、日々の生
活の中でそれぞれの項目が実践できているか、我が
心に問うことが大切だと思います。
皆様も今一度、読まれまして自分の職業とロータリー
との関係を理解するための参考にしていただければ
良いと思います。.

BE THE INSPIRATION
インスピレーションになろう

幹事報告
1.本日例会終了後クラブ協議会開催 （琥珀鳥）
2.2/23第2グループ親睦麻雀大会のご案内
（麻雀V） 境港RCホスト
3.2月ロータリーレート1ドル110円 （1月112円）
4.4/6第1・第2グループ合同IMのお知らせ
後日、案内状・チラシ送付 （鳥取RCホスト）
5.6/1 RI国際大会（ハンブルグ）での第2690地
区 地区ナイトのご案内
6.2019-20年度RI第2690地区 地区青少年交換
委員会 委員 委嘱状
（古瀨GE事務所）
7.3/1 平成30年度卒業証書授与式のご案内
（米子松蔭高等学校）

＜プログラム＞
「ロータリーの友の紹介」
雑誌委員会
1.RI会長ﾒｯｾｰｼﾞ
P3
岡 久治 会員
2.職業奉仕
P8-P11
3.ロータリーの目的 P13右上
4.地区大会略報（第2690地区）
P33
5.ロータリー財団管理委員長
ﾒｯｾｰｼﾞ
P36
6.私とロータリー
P62
7.わがまちの味 P43 →
かいのこ汁
P59
「 年男放談 ③ 」 髙田 剛 会員
ロータリーに入会させて頂いたの
は7年前です。その時親睦に配属
になりリーダーは舩田会員でした。
舩田リーダーの印象は、優しくて
背が高くて顔も良いが根性がすこ
し･･･でした。そんな舩田会員から
野球部に入ると甲子園に行けま
すよと声をかけて頂き、今回の米子東高校の生徒さんは一
生懸命練習して甲子園に行かれましたが、僕は入っただけで
甲子園に行けれました。甲子園では、ｳｸﾞｲｽ嬢にｱﾅｳﾝｽして
頂き、嬉しくてたまらなかったです。その甲子園で舩田会員も
鋭いヒットを打たれまして、本人に凄いですねと尋ねてみると
「たまたまですよ。」と返ってきました。そして、舩田会員は 1
月1日生まれでその事についても尋ねると、これまた「たまた
まですよ。」と返ってきました。誕生日はたまたまだと思います
が。たまたまが好きな舩田会員です。
先日、ローソンでばったりと林会員に出会いまして、ロータ
リーソングﾞのように「何処で会ってもやあと言おうよ」というこ
とでやあと声掛けたらおうと帰ってきました。
改めて、林会員はカルロスゴーンに良く似てるなと思いまし
た。これも先日ですが、中村会員が飲み屋のｶﾞﾗｽ張りVIPﾙｰ
ﾑで合唱されてました。私とは遠く離れてましたが、ロータリー
には「遠い時には手を振り合おう」とあります。遠い硝子越し
に手を振り合いました。林会員、中村会員との何気ないすれ
違いも「なるほどそれでこそﾛｰﾀﾘｰだなー」と実感した時でし
た。最後は、謎掛けで閉めようと思います。ロータリーソング
と掛けまして、次期幹事の宮永誠治と説く、そのこころは･･･
「どちらも合掌（合唱）が大事でしょう」

2/7（木）5RC合同例会 （18：30～）
ANAクラウンプラザホテル米子
2/13（水） 休会

8.10/4～6グレン＆千杯 田中作次旗第16回ロータ
リー選抜野球大会のご案内 （ホスト新湊RC）
9.4/6韓国・大邱市での「第20回RI異語大会」の
ご案内
（ロータリー囲碁同好会）
10.「抜萃のつゞり」
（株）クマヒラ 会長 熊平雅人様（東京RC）より
11.例会変更のお知らせ
境港RC
2/5（火）
2/7 5RC合同例会
米子中央 2/7（木）
ビジター受付あり
米子
2/8（金）
米子南
2/18（月）

「 年男放談 ④ 」 木山力哉 会員
私は、昭和46年生まれで
今年48歳になります。
4回目の年男になります。
ロータリーの入会は
2013年になり、ロータリー
暦も短く何を話したらいい
のか解らなく、12干支につ
いて調べてきたことを少し話させて頂きます。
日本での亥年の人はどれだけいるのかと調べたとこ
ろ、1055万人居られます。総人口の8.4％にあたりま
す。亥年生まれの人口を出生別に見ると、昭和22年
（72歳）生まれで206万人、昭和32年（還暦）生まれ
152万人、昭和46年（48歳）生まれ196万人、そして平
成19年（12歳）生まれは108万人と出生数も半減して
います。日本の明るい未来には、次のﾍﾞﾋﾞｰﾌﾞｰﾑを期
待したいです。次の年男放談は、12年後です。還暦ま
でロータリアンが続けれるよう、仕事にも、プライベート
にも充実した日々が過ごせるよう健康に気をつけてな
るべく体を動かし美味しいお酒を飲みたいと思います
のでこれからもよろしくお願い致します。

「 年男放談 ⑤ 」松浦 啓介 会員
私自身もﾛｰﾀﾘｰに入りま
して早7年になります。
私の意志とは裏腹に、皆
様に導かれるように色々
な役をさせて頂いたなと思
います。近年振り返ると、
非常に追われていた日々が
続いてたなと思います。業界・PTA・ﾛｰﾀﾘｰ等の役職に、
去年の記念事業・ﾄﾗｲｱｽﾛﾝとにかく追われる日々でし
た。その他にもｺﾞﾙﾌの不調にとにかく悩まれました。
人生においても、亥年は運気が上がる年なのかなと
思います。今年は自分自身追われることなく、突っ走っ
ていく1年を送りたいなと思います。ﾛｰﾀﾘｰ活動等に
近年貢献しすぎましたので、少しわがままに生きて見
たいなと思いまして飲みたい時に飲み・食べたい時に
食べて騒ぐと言う事をしてみたいです。新しい試みとし
て、石井会員から、経済と文化は両輪だと言うことから
お茶の世界に導かれました。茶と言うものは大変深く、
侘び寂び・四季のうつろい・日々の日常で無になれる
貴重な機会でもあります。「日々是好日」（にちにちこれ
こうじつ）日々1日を素晴らしく生きる。どんな辛い事楽
しい事を真正面に受け1日1日を良い日にしていけば一
生が楽しくなると言うことで、今年一年も、また皆様と
色々な所で関わって行き、1日1日を良い日にして1年を
良い年にして行きたいと思いますので、これからもお付
き合いの程よろしくお願い致します。

