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『こころの中を見つめよう
博愛を広げるために』

第2590地区第3ｸﾞﾙｰﾌﾟ 川崎高津ロータリークラブ

事務局：〒213-0041川崎市高津区溝口2-14-1むらたビル３F

例会場：ホテルKSP TEL 044-819-2211

例会日：毎週木曜日 12:30 / 毎月第4週 18:00

会 長：田中 薫

幹 事：鈴木 良一

田中 薫会長 「四つのﾃｽﾄ」

2011～2012

クラブ年度テーマ

『 ﾛｰﾀﾘｰの原点にたちかえり、思いやりの気持ちを持とう 』

Ｗｅｅｋｌｙ Ｒｅｐｏｒｔ

第３８回 例 会 記 録
４月は｢ﾛｰﾀﾘｰ雑誌月間」です。
通 算 ： 第 1280号
例会日 ： 平成 24年 4月 26日
発行日 ： 平成 24年 5月 10日
◆今週のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ： ｢会員卓話 中田俊彦会員」
◆次回のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ：「国際大会報告 石川演慶会員」
◆ﾆｺﾆｺﾄﾞﾈｰｼｮﾝﾒｯｾｰｼﾞ
＊お客様
長戸はるみ様(第3ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 川崎高津南RC)
お陰様で2ヵ月を残すことになりました｡今後とも宜し
くお願い致します｡次年度三家ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐､頑張って下
さい｡
＊RC会員(敬称略、順不同)
田中 薫 中田会員､卓話よろしくお願いします｡
三家 護 4/23高津区長､高津警察署長歓送迎会に出席
しました｡

点鐘・開会宣言・歌唱

 件 合計 累計 目標額 達成率

ﾛｰﾀﾘｰ財団 11 11,000 375,000 336,000 111.61%

米山奨学会 11 12,000 389,000 560,000 69.46%

お客様
＊長戸はるみ様(国際ﾛｰﾀﾘｰ第2590地区

第3ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 川崎高津南RC)
今年度も残すところ2か月となりました｡あっとい

う間に駆け足で来てしまったのですが､各ｸﾗﾌﾞの皆様
のご協力の元､無事に過ごすことができました｡
今後ともご協力のほど､よろしくお願いします。
＊ﾎﾞ ﾔﾝﾄ様 (米山記念奨学生)
私は横浜桐蔭大学の法学研究科で法律の勉強をし

ています。出身は内モンゴル自治区で､モンゴル人で
す。米山奨学金を頂くことが出来て大変感謝してい
ます。今は勉強をして､将来ﾛｰﾀﾘｱﾝになれるよう努力
しております。これから皆さんのご指導をよろしく
お願い致します。

報告

会員数
出席

義務者
欠席数 出席率 MU

前々回

修正

本日 27 25 7 72.00%

前々回 27 25 12 4月20日分 8 84.00%

クラブ会報委員会
本藤光隆委員長 相馬 元副委員長
三富末雄委員 森山圭介委員 編集担当：森山圭介

米山奨学会 11 12,000 389,000 560,000 69.46%

ﾆｺﾆｺBOX 14 17,000 621,000 1,000,000 62.10%

ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰBOX 13 13,000 454,000 500,000 90.80%

◆ 会長報告
＊第2590地区第3ｸﾞﾙｰﾌﾟ 会長幹事会 開催の案内が届い
ております。
日時:5月16日(水)18:30～ 場所:香港飲茶料理 ｼﾉﾜｰｽﾞ
＊第2回地区ﾛｰﾀﾘｰ財団ｾﾐﾅｰ開催の案内が届いておりま
す。日時:5月15日(日)15:00～17:30
場所:ﾒﾓﾜｰﾙﾌﾟﾗｻﾞ ｿｼｱ21 4Ｆ｢ｳｨﾝｸﾞ」
＊4月21日(土)に行った献血活動の活動結果をご報告致
します。受付数68 不適数11 
献血数57(200ｍｌ×1､400ｍｌ×56)
協力ありがとうございました。
◆ 幹事報告
＊第39回高津区民祭 実施要項と協賛金の依頼が届いて
おります。日時:7月29日(日) 13:30～19:30
※荒天の場合中止 延期なし 場所：大山街道周辺
主催：第39回高津区民祭実行委員会
＊平成24年高津消防団消防大会の案内が届いています
日時:5月13日(日)9:00～場所：川崎市立久本小学校
◆近隣ｸﾗﾌﾞより例会変更のお知らせが届いています。
＊川崎稲生RC:4月27日(金)18:30～ 移動例会 川崎
多摩市民館 視聴学室 5月4日(金)休会 みどりの日

＊川崎中央RC:4月30日(月)休会 祝日振替
5月7日(月)12:30～川崎日吉RCとの合同例会

＊川崎南RC:5月1日(火)休会
＊川崎百合丘RC:5月1日(火)休会
＊川崎中RC:5月1日(火)休会
＊川崎北RC:5月2日(水)休会
＊川崎大師RC:5月2日(水)休会
＊川崎ﾏﾘｰﾝRC:5月3日(木)休会 祝日(憲法記念日)
＊川崎中原RC:5月3日(木)休会 〃
＊川崎西RC:5月4日(金)休会 祝日(みどりの日)
＊川崎高津南RC:5月7日(月)休会
＊川崎日吉RC:5月8日(火)を7日(月)に移動

川崎中央RCとの合同例会
◆近隣ｸﾗﾌﾞより会報が恵送されております。お目通し
下さい。(順不同)☆川崎中RC ☆新川崎RC ☆川崎南RC 
☆川崎とどろきRC☆川崎中央RC ☆川崎日吉RC

◆諸事お知らせ
＊次週5月3日(木)は祝日(憲法記念日)の為休会です。
次々週5月10日(木)の例会ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑは石川演慶会員によ
る卓話で､ﾀｲで開催された国際大会の報告をして頂きま
す｡また次々週の例会後に定例理事会を行います。



祝慶事
≪会員誕生日≫安原正洋会員 4/8 三富末雄会員 4/13

本藤光隆会員 4/18
≪入会記念≫  菊池幸治会員 S61.4.17
≪表 彰≫ 安原正洋会員 R財団ﾎﾟｰﾙﾊﾘｽﾌｪﾛｰﾋﾟﾝ+2

４月２６日のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

会員卓話｢職業を通した地区活動事例｣
中田俊彦会員

ﾛｰﾀﾘｱﾝが一番大切にしていること､それが｢職業奉仕｣
です。ﾛｰﾀﾘｰがこれだけ長く続き成功しているのは多く
の理由があります｡その一つが職業奉仕です｡五大奉仕部
門の中で最も忘れられがちな職業奉仕を今年度の特別な
強調事項に置きたいと思います。ｼﾞｮﾝｹﾆｰRI会長は職業
奉仕はﾛｰﾀﾘｰを特徴づけると述べています｡ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞは
企業経営者､専門職といった職業人の集まりです。
会員はそれぞれの職業を代表して入会します｡従って

会員候補者はその時点で既にその職業において高い見識
と業績を積み上げてきており､それが集まって切磋琢磨
しさらに職業倫理の向上に努めるというのが､ﾛｰﾀﾘｰにお
いての職業奉仕の基本です。
さらに自らの職業や職業における専門知識を通して地

域社会や国際社会に貢献する目的がある。
合わせて企業のｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽとして更に四つのﾃｽﾄを実践し
ていただきたい。
言行はこれらに照らして

真実かどうか みんなに公平か 故意と友情を深めるか
みんなのために なるかどうか
「四つのテスト」は、ﾊｰﾊﾞｰﾄ・ﾃｰﾗｰというｱﾒﾘｶのﾛｰﾀﾘｱﾝ
が､ある企業の再建を引受けたときに考えた企業倫理指
針です｡彼はこれによって見事にその企業の再建を果し
ました｡それ以来､ﾛｰﾀﾘｱﾝたちに企業倫理の指針として広
く愛用されています。
１.地区の職業奉仕委員会の経過と実践例
２.他地区ｸﾗﾌﾞの具体的事例 職業を通した奉仕活動

｢確固たる自分というものを作り上げる方法｣
≪信頼獲得計画≫

1.35歳まで(若い世代）―「信頼されるｸｾをつける」
約束を守る 学び好き 働き好き 素直 論理的、
現実的であること不平不満をいわずﾌﾟﾗｽ発想型
居所をはっきりしていること、
この時期に人としての正しい生き方の基本を作る

2.35歳以降(壮年期）―「信頼される行動をとる」
逃げない 言い訳をしない どんな事も前向きに誠心
誠意取り組む 損得より善なる行動をとる 自信を
持つ 他人の欠点を指摘したり､悪口を言わない

3.55歳以降(仕上げの時期)ー信頼される人間になること
・誰もが納得する哲学をもつ：どんな物も大事にする
・他人の足を引張らない：他人に恨まれる言動をしない
・｢我｣より｢公｣を大事に：ﾏｸﾛの善なる行動が出来る
・謙虚であり出処進退がきれいである
・与え好きである
・目標を念頭において行動し､信頼される人間になる
・人生をのびのびと生きる

＊謝辞 田中 薫会長
職業奉仕というのは話で聞くとわかった気になるので

すが､実際にどのように行動して良いのか､なかなかわか
らない点が多々あるかと思います。
自分の職業に自信と誇りを持って邁進していけばよい

と思いました｡今日は誠にありがとうございました。


