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RID2700地区灘谷和德ガバナーメッセージ
「不易 流行」
八幡西RC岸野玲会長メッセージ
「活動しよう！ 八幡西ロータリークラブ」

例会場・事務局 北九州市八幡東区西本町1-1-1千草ホテル
ＴEL093-681-0694 FAX093-681-0984
例会日：毎週金曜日 12:30～13:30

次回例会のお知らせ ９月27日 (金)

“観月会開催”18：30～ 鞘ヶ谷ガーデン アグラス

国際ロータリー第２７００地区
本日の例会

灘谷和德ガバナーを歓迎して
灘谷和德 ガバナープロフィール

２０１９年９月20日(金)

１．ロータリーソング
“ 四つのテスト"
２．来客紹介
３．出席状況の報告
４.会長の時間
５.各委員会報告
６．ニコニコボックスの報告
７．幹事報告
８．卓 話 「ガバナー公式訪問記念高話」
国際ロータリー第2700地区ガバナー 灘谷和德君
（福岡平成RC）

前例会の記録

出席報告

９月13日(金)
例会食事カロリー

１,1,050Kcal

会員数
５３名
・当日の出席者
４２名
・ゲ ス ト数席者
４１名
・ビジター数
1１名
・会員出席率
８４.００％
・８月２日の修正出席率(仮)
８６.００％
・ゲスト：PG（2017～2018）安増惇御夫君（宗像RC)

会長の時間

会

長

岸野 玲

今日は大林さんにポールハリス（ＰＨF）の5回目のバッジ
が届いております、お渡ししたいと思います。
続きまして、灘谷ガバナーから再三言われております、マ
イロータリーの登録をして欲しいというお話がたびたび来
ておりますが、本日皆さんのボックスに各個人のＩＤ番号
を入れております。この番号を使ってSNSで登録するわけ
ですが、ログインするためにはメールアドレスとアカウント
の番号、あとは名前を入れたり等の入力をすると、次はＲ
Ｉ事務局からメールが届きます。それを2回位繰り返すと
登録完了という形になります。マイロータリーに登録する
ことによって世界的な状況や色んなことを知ることができ
ますので、SNSの環境があるという方は是非登録をしてい
ただきたい。よろしくお願いいたします。

所属クラブ
職業分類

福岡平成ロータリークラブ
経営相談

ロータリー歴
1992年9月
1995～1996年
2008～2009年
2010～2011年
2013～2014年
2013～2015年
2013～2018年
略 歴
1974年3月
1974年4月
1988年3月
同
2004年12月

福岡平成ロータリークラブ入会
福岡平成ロータリークラブ幹事
福岡平成ロータリークラブ 会 長
地区第４グループ ガバナー補佐
地区ロータリー情報委員会 委員長
地区史編集委員会 委員
地区補助金監査委員

九州大学経済学部 卒業
監査法人中央会計事務所
株式会社 黒川合同会計事務所 入所
株式会社 コム・ブレインズ代表取締役就任
（現在取締役）
株式会社黒川合同会計事務所代表取締役就任
(現在)

幹事報告

副幹事

紙上 義全

1）先般、皆様の連絡ボックスは如何に「地区ロータリー研
修会開催の案内表」を入れておりました。ご出席はご
検討下さいましたでしょうか、再度、案内書が届きまし
た。ご検討下さい。

９月度定例理事会
開催日 2019年９月１３日 １３：３０～ 千草ホテル
＜議 題＞
１） １０月度例会プログラムについて
４日 クラブフォーラム （2019年規定審議会について
地区ロータリー情報委員会 委員 庄司洋一郎 君
１１日 次年度副会長選出のための「指名委員選出」
１８日 クラブフォーラム
①グローバル補助金活動の経過報告
担当 国際奉仕常任委員長 大林清幸 君
②米山月間に因んで
担当 岩崎員久 君
２５日 職場訪問開催 １２：３０～
北九州市立 八幡病院
＜上記、承認＞
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I・D・M報告 「本当の職業奉仕とは」
IDM A班 報告者 藤本 生男君
職業奉仕について、以前と比べると職業奉仕も大きく
様変わりしました。話し合いの内容は「自分の仕事をき
ちんと行うことが社会貢献で職業奉仕では？」「しかし、
それは当たり前のことで最低条件ではないか？」「各
職業のノウハウを生かして社会に貢献することが望ま
しいのではないか？」昔は大変な時代で、会員になっ
た者がお互いの職業を利用しあうことで、お互いの利
益を上げていく方針でスタートしました。その後、第二
のステップとして、職業倫理というものも視野に入れ、
職業人としてやってはいけないルールやマナーを守る
事が大事とされてきました。第三のステップとして、収
益だけを求めるのではなく、社会の為に職業を通して
貢献し喜ぶメンバーでありましょうというのが今のロー
タリーの職業奉仕です」と、各自いろんな意見として話
し合いました。
IDM B班 報告者 貞方 友明君
山口さんから、「職業奉仕」とは、ということで各人の
職業奉仕感を発表していただくことになりました。舟木
さんは住宅メーカー経営というお立場で、地域との連
携に関わることで職業奉仕に繋がるということをまた、
他の方もなにか特別なことをするのではなく、普段の
仕事を一生懸命することで、社会の役に立つのではな
いかという声もありました。有松さんは職業柄児童虐
待など、気になるので八幡病院と連携して取り組んで
おられて、これも社会奉仕に繋がっていくのではない
かということでした。井上さんは、菅さんという戸畑の
ロータリアンが書いた「職業奉仕」の本には、適正な値
段で物を仕入れていい商品を作り、それを適正な価格
で販売することが職業奉仕であるということでした。太
田さんは社長として従業員の生活を守るのがある意
味職業奉仕ではないかという事でした。ＳＤＧｓと職業
奉仕と関連付けることでなにかできないかと模索して
いるという意見もありました。中村さんは、山登りの経
験が豊富で地域の子供たちを誘って山登りを通じて楽
しさや厳しさを教える、これも新しい職業奉仕ではない
かと思う、という事でした。品位と倫理観を高め地域に
愛される会社にするのが会長の意見でした。これから
も倫理をもって行動し、職業奉仕の基本原則を厳守し
ていこうと思います。
IDM C班 報告者 太田 信博君
本当の職業奉仕とは、自分の仕事を通じて地域の
役に立つ事。評価されにくい職業でも、毎日地道に
行っていけば人のためになっている事、若者達のため
になにか手助けになることをする。等話し合いました。
IDM D班 報告者 江崎 嘉春君
先ず、リーダーの福田さんから、「職業奉仕とは」に
ついて調べてきてくれました。職業奉仕を倫理高揚と
説く人がいるがこれは間違いで、科学的かつ合理的
な企業経営方法のことであり、シェルドンの職業奉仕
理念に則った企業経営は顧客の満足度を最優先した
方法であり、そのような事業経営をする事業所は、当
然のことながら高い職業倫理を備えた事業所であると
いう結果が現れます。シェルドンの奉仕理念を正しく

知る事、正しく奉仕を理解する事につながります。他の
人々からの愛情や尊敬を受け、曇りのない良心と自尊心
をもって、仲間との毎日、取引をした結果として物理的な富
すなわち、報酬または利益を得ることは、事業を営む人と
してこの上ない幸福というべきでしょう。皆で学んだあとに
美味しいお酒と料理を楽しんで話が盛り上がりました。
IDM E班 報告者 川越 和宣君
Ｅ班の中でも各人意見があるようですが、複雑に考えなく
てもみんな実践されていることというご意見が多いようでし
た。いただいた発言を並べていきたいと思います。 職を
もって働いている時点ですべて奉仕活動となっている。
英語で職業はCALLING「神のお召し、使命、天職」とあるよ
うに神から与えられた職業に励むに当たって、そこに不道
徳や不正が許されないという考えがある。職業を通して社
会のニーズに応えられるよう努力を重ねていく。それにより
自己の職業の品位と道徳水準を高め、社会から尊重され
る存在にすることができる。当たり前にある職業（生活用品
製造など）が突然なくなったとして、その職業がないと困る
と社会に認知されてから初めてその価値がわかる。就職し
て職を通してしかできない青少年育成や地域貢献がある。
専門的な職業があることで日々技術が進歩している。その
ことで人々が暮らしやすくなり社会に貢献している。
すべての仕事は社会に求められて始まるものなのでなに
ひとつ無駄なものはない。結果として、我々ロータリアンは、
地域社会の人たちの模範となり、生きる力の根源である道
徳的能力を向上させていくことが最も大事なことである。

祝誕生
川越 和宣君 昭和52年9月10日
今月の10日で42歳になりまして、す
べての厄が終わってホッとしています。
厄年というのをあまり気にしていなかっ
たが、やはり色々災難がありまして心
折れそうになったんですが、身近な人
にもっと悲惨な人達がいたのでちょっと
ホッとしまして、
僕は悪い方ではないと思え、そのまま年を迎えることができま
した。父も70になりそろそろ引退を迎える頃になっており、自分
と弟とで会社を全て引き継いでいこうかなと思っています。プラ
イベート的にはまだ結婚していないので早く結婚したいと思い
ます。今後ともよろしくお願いいたします。

８月度 １００％出席皆勤表彰者
江戸達也君 ３０年
廣田 豊君
６年

浜崎 靖君 ３０年
金久保和君
４年

【ニコニコボックス】
・岩崎さんに誘われるままに美味しいお昼を食べに来ました。
パストガバナー安増 惇夫君
・IDMの報告よろしくお願いいたします。
村山、八尋、吉田浩二、伊豆、舟木、藤本、正木、安東、
是此田、神尾、井口、稲冨、河島、江戸、溝上、藤村、
中村、江崎の諸君
・高嶋先生ありがとうございました。お陰様で峠を越えました。
太田信博君
・誕生自祝
川越君
・早退お詫び
永吉君
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http://www.rc-yahata-west.com

