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会長 龍前 篤司
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例会日・毎週火曜日 12：30～13：30
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幹事 片岡 隆史
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世 界 へ の プ レ ゼ ン ト に な ろ う
れぐれもお気を付けて頂きたいと思います。
次年度は、当クラブから地区委員を 3 名出しております。
委嘱状が届いておりますのでお渡しいたします。
地域社会奉仕委員長
柴田 覚会員(右２番目)
米山記念奨学選考委員
宗像 英明会員(左２番目)
職業奉仕委員
黒臼 秀之会員

第１８１２回例会式次第
開会点鐘
ロータリーソング「奉仕の理想」
お客さま紹介
会長挨拶・報告
お客様挨拶
幹事報告
委員長報告
今週の事業紹介
卓話
出席報告
ニコニコＢＯＸ報告
閉会点鐘
≪理事会≫

▼お客様挨拶

司会 杉村 俊明ＳＡＡ

▼お客様紹介

第 2770 地区ガバナー補佐
井上 久雄様
本日は次次年度のガバナー補
佐を推薦頂きましたことの
お礼に推薦委員長の野原様と一
緒にお伺いいたしました。
私の方はＩＭの話をいたしま
す。ＩＭまで一か月を切りまし
た。先日第３回目の実行委員会
を致しましてパンフレットが出
来上がりました。２月２３日
(火)清水園で、第一部は養老 孟さんの講演会、第２部は第
３グループ合同懇親会となっております。皆さん、多数のご
出席をお願い致します。
第３、４グループの「ポリオ撲滅チャリティーゴルフコン
ペ」を４月２２日(金)にプレステージで開催することとなり
ました。多くのご参加をお待ちしております。
サンディエゴで国際協議会が開かれまして次年度ＲＩテー
マ「人類に奉仕するロータリー」が発表されました。次年
度、浅水年度も、ご協力下さいますようお願い致します。私
も残す所半年、皆様のご支援、宜しくお願い致します。

高橋 正雄福会長

ガバナー補佐
ガバナー補佐推薦委員長

井上 久雄様
野原 哲夫様

地区職業奉仕部門委員長
地区職業奉仕委員長

伊藤 悟 様
清水 恒信様

さいたま中央ロータリークラブ
50 周年実行委員 河辺 寿郎様
桑原 次男様

▼会長挨拶・報告

龍前 篤司会長

今日は大勢のお客様がお見えになりました。いよいよ次年
度がスタートしつつあるということだと思います。
それから、さいたま中央ロータリークラブの皆様５０周年
おめでとうございます。
本日は片岡会員がインフルエンザでお休みとなっておりま
す。皆様におかれましても寒い日が続きますので、お体にく
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ガバナー補佐推薦委員長 野原 哲夫様
６年前にガバナー補佐を
仰せつかりました。本日は
ガバナー補佐推薦委員長と
いうことで報告とお礼に参
りました。２０１７～１８
年度(大貫年度)のガバナー
補佐に、柴田 覚会員が推
薦委員会全員一致で決定い
たしました。変化の激しい
ロータリー活動にあって、各活動を理解して頂くとい
う考えからガバナー補佐の推薦の時期が早くなりま
した。大宮南ロータリークラブの皆様、良い方を推薦
頂き有難うございました。
▼ガバナー補佐が決定するまでの流れ
2015 年 11 月 25 日 井上ガバナー補佐がガバナー補
佐候補推薦依頼を受け取る。
2016 年 1 月 18 日
第 3 グループの推薦委員会開催
推薦委員会(6 名)
委員長 野原 哲夫パストガバナー補佐
委 員 久世 晴雅パストガバナー
岩崎 彰パストガバナー補佐
斉藤 博一パストガバナー補佐
星野 時夫パストガバナー補佐
井上 久雄ガバナー補佐

ーブルにあります。

▼今週の事業紹介
株式会社 カバサワ
代表取締役 樺沢 二郎会長エレクト
会社は産業道路沿いで黄
色い建物が目印で「カバ男
＆カバ子」のイラストが描
いてあります。両親が群馬
からこちらに移りまして
経木(きょうぎ)を売ってい
ました。それが時代と共に
お弁当の容器、トレー、割り
ばし、おしぼり、などの雑貨
類、包装資材、印刷物、調理道具、イベントのレンタ
ル用品など、多くの品を扱うようになりました。
次年度の会長を仰せつかっております。どうぞ本日
名前と顔を覚えて帰ってください。

▼卓

職業奉仕委員長 清水 恒信様
今日は部門委員長の鞄持
ちでやって参りました。
手前どもの、伊藤 悟部門委
員長はすばらしい方であり
ます。とてもいいお話が聞け
て、勉強になると思います。
どうぞお聞き届けください。

さいたま中央ロータリークラブ
５０周年実行委員 河辺 寿郎様
桑原 次男様
３月３日に「ポリオ撲滅チャリティーゴルフ大会」
が大宮ゴルフコースでございます。ご参加宜しくお願
い致します。また、彩の国芸術劇場にブロンズ像
を寄贈することになっておりまして記念に３月１７
日(木)に「ポリオ撲滅チャリティーコンサート」を開
く予定でおります。皆様のご参加を心よりお待ち申し
上げております。

桑原 次男様(写真左)

話

職業奉仕部門委員長 伊藤 悟様
最近企業の不祥事のニュ
ースが増えています。粉飾
決算・杭データ偽装・血液製
剤不正・廃棄処分品横流し・
スキーバスの事故など企業
のあり方に関わる問題が頻
発しています。一言で言え
ば「職業倫理の欠如」ではな
いでしょうか。
「ロータリーの目的」の第 2 項を思い出してください。
『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。
』
倫理性を高めるために、ロータリーからいろいろなこ
とが提案されています。
１：四つのテストの唱和・テーマ(標語)
２：セミナーなどでの研修
３：社是社訓など職業上の日本文化の伝統・歴史を知
る。
近江商人「売り手よし、買い手よし、世間よし」
二宮尊徳「道徳を忘れた経済は罪悪である。経済
を忘れた道徳は寝言である。」
渋沢栄一「右手に算盤、左手に『論語』
」

河辺 寿郎様(写真中央)

▼幹事報告

小平 啓介副幹事
・機関紙 やどかり 1 月号を回覧しております。
・ガバナー月信がテーブルにあります。矢崎会員が
ご寄附されて写真が掲載されております。
・２月２３日に開催されますＩＭのリーフレットがテ
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す。・・・・・・・・・・・・・・・・・伊藤悟様
伊藤職業奉仕部門委員長のカバン持ちで参りまし
た・・・・・・・・・・・・・・・・・清水恒信様
本日は、50 周年事業のキャラバンで参りました。宜
しくお願い致します・・・・・・・・・河辺寿郎様
50 周年記念のキャラバンに参りました。宜しくお願
い申し上げます・・・・・・・・・・・桑原次男様
本日は大勢のお客様をお迎えしました。皆様ようこ
そ大宮南ロータリークラブへ。伊藤様、清水様、卓
話ありがとうございます・・・・・・・・・・龍前
井上ガバナー補佐、野原委員長、河邉様、桑原様
ようこそ！！伊藤様、清水様、有難うございまし
た・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・杉村
井上ガバナー補佐、野原パストガバナー補佐、さい
たま中央ロータリークラブ：河邉様、桑原様、地区
職業奉仕部門委員長：伊藤様、職業奉仕委員長：
清水様、ようこそ・・・・・・・・・・・・・柴田
井上ガバナー補佐、野原ガバナー補佐推薦委員長、
河邉様、桑原様、ようこそお越しくださいました。
伊藤様、清水様、卓話有難うございました・・福光
卓話を有難うございました。常に奉仕の心とロータ
リアン精神を持って臨みたいと思います・・・川崎
地域職業奉仕部門委員長：伊藤様、職業奉仕委員長：
清水様、お忙しい中、貴重なお話を有難うございま
した・・・・・・・・・・・・・・・・・・・山田
さいたま中央ロータリークラブの皆様、50 周年おめ
でとうございます。ようこそお越しくださいました
・・・・・・・・・・・・・・・・・・真田・山本
伊藤様、清水様、奉仕の心を教えて下さり有難うご
ざいました・・・・・・・・・・・・・・・・植村
伊藤様、卓話有難うございました・・・藤井・羽田
伊藤さん、卓話ありがとうございました。お客様
ようこそ・・・・・・・・・・・・・・・・・高橋
職業奉仕、勉強になりました・・・・・・・・・阪
健康に感謝して・・・・・・・・・・・・・・橋本
お客様、ようこそ・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・小平・堀田・斉藤・樺沢・佐藤・宗像・清水
皆様、ようこそいらっしゃいました・・・・・大沢

最近では
稲盛和夫「経営の原点 12 ヶ条」
坂本光司「日本で一番大切にしたい会社」など
ロータリーにおいても 1911 年にシドニー・シェルド
ンが標語「もっともよく奉仕するもの もっともよく
報われる」を挙げて職業奉仕という理念を提唱し、確
率してきたのです。顧客の事を大切にし、正しく倫理
的に職業を実践するという考えです。
1980 年代の米国で考えられた顧客満足度の向上：Ｃ
Ｓ(customer satisfaction)や各企業におけるコンプ
ライアンスの遵守そして各業界での倫理規定の制定
など、社会のあり方がロータリーの職業奉仕に近づい
ていると言えるのではないでしょうか？ある意味で
「職業奉仕」は当然のことになってきたのかもしれま
せん。
これからのロータリアンは職業上の倫理性を考え
実践するだけでなく職業スキルを活かした対外的奉
仕活動も求められていると思います。言わば＜内なる
職業奉仕と外への職業奉仕＞です。
ポールハリスもこう言っています「ロータリーは時
代とともに変化しなければならない」2770 地区内でも
先進的なクラブは、すでに＜外への職業奉仕＞に取り
組んでいます。具体的には今年度「奉仕プロジェクト
セミナー」の分科会で発表された、浦和ロータリーク
ラブの「中学生へのキャリアコンサルティング」八潮
ロータリークラブの「若い職人への指導と啓蒙」など
の活動です。
ロータリーの友 1 月号に「職業奉仕を実践」という
特集が載っています。これらを参考にして頂き、貴ク
ラブでの職業奉仕活動が、さらに活発になれば幸いで
す。

▼出席報告

真田

久仁彦会員

会員数 38 名
出席者 24 名
出席率 63.16％

≪上座から失礼して一枚≫

ニコニコＢＯＸ
32,000 円
次次年度ガバナー補佐のご推薦を頂き有難うござ
いました。本日は第 3 グループガバナー補佐推薦委
員会 野原委員長とお伺いしました。宜しくお願い
致します・・・・・・・・・・・・・・井上久雄様
お久しぶりです。6 年前ガバナー補佐を務めていた
当時、大変お世話になりました・・・・野原哲夫様
本日は卓話にお招きいただき有難うございます。職
業奉仕への理解が少しでも深まれば幸いで
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