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例会日：水曜日12時30分／月末は夕刻例会

通算 1923回 例会

平成29年10月11日
◎司会：井桁 憲治副 SAA

◎点鐘：小川 智会長

幹事報告

会長の時間
小川 智

18時30分

高橋 勤二

会長

幹事

地区事務所より

「ネット社会の恐ろしい一面」

・職業奉仕部門セミナー第 5 グループ分科会の案内

皆さんはインターネットで、ネットオークションをされ
た事はありますか？有名なところでは、ヤフーオーク
ションや楽天市場がそうです。そこにはありとあらゆる
物が出品されています。私も、落札したり、出品した事
もあります。これらのオークションは、殆どが個人によ
るもので、
ショップ等のプロも行ってます。過去に一度、
落札してお金を振り込んだのに、物が届かない！出品し
たショップを調べたら、存在しないショップだったとい
う苦い経験もあります。出品者と落札者の間でトラブル
が起き、お互いに誹謗中傷するなど中にはあります。こ
れは、相手の顔が見えない商売をしているので、起こり
うる事であると考えられます。お互いが自己責任の中で、

11/16（木）14：30 ～ 16：30
ベルヴィアイトピア 2F すずらん
・第 2 回クラブ奉仕部門セミナーの案内
11/19（日）12：30 ～ 16：30

紫雲閣

ガバナー補佐より
・第 3 回忘年、会長幹事会の案内
11/21（火）18：30 ～

キングアンバサダーホテル

熊谷市 PTA 連合より
・第 36 回熊谷青少年非行防止大会
会計報告書が届いております。
熊谷市民手作りバレエ公演協賛依頼書
・第 1 回熊谷市民によるバレエ公演
12/10（日）12：30 ～

2回

さくらめいと太陽のホール

注意しながら取引をしないといけないのでしょう！

協賛金 1 口￥10,000

先日、何気なくヤフーオークションで「ロータリーク
ラブ」と検索してみたら、なんと！！！！！出てくるで

〈本日 11/1 のプログラム〉

はないですか。バッチや財団などの寄付をした時に授与

理事会報告 / 卓話 / 誕生祝い

されるメダルや、中には周年記念誌まで出品されていま
す。これでは、個人情報の垂れ流し状態です。この様な
物が、もしロータリアンから出品されているとすると、
同じロータリアンとして空しい気持ちになってしまいま

例会日

出席

欠席

MU

出席率

10.11

21

9

0

70%

す。これも一つのトラブルと位置付ける事ができると、
私は考えます。本来であれば、個人のモラルの問題と思
いますが、地区の方から各クラブへこの様な事が無いよ
う注意を促す事も必要な気がしてなりません。
皆さんも、一度オークションをご覧になってみて下さい。
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13-1

自分に言わせれば、
「何をしているか」ではなく、「あな

ニコニコ BOX
安藤 久乃

たにとって Rotary とは何ですか？」と問いかけたいと思い

委員長

ます。これこそが Rotary の神髄に迫る、私たちの原点だと

思うからです。ところでこの問いに対する答えは十人十色、
30 人の会員がいれば 30 通りの答えが返ってくるかと思い
ます。それはなぜか。

増田幸樹様・黒巣泰明様（加須 RC）

それは Rotary の本質に対する理解がバラバラであるからで

補佐訪問宜しくお願い致します。

しょう。

小川会長・宮川副会長・高橋幹事

高野ガバナー補佐、黒巣補佐幹事、増田補佐幹事、本日は宜
しくお願い致します。

クラブがどういう活動をしているかとか、大きいクラブで

あるとか、小さいクラブであるとか、そんなことはどうでも
良い。皆さんが恐らく命の次に大事にしている己の職業や人

小川 智会長

ガバナー補佐高野様をはじめ、黒巣様、増田様のご来訪を心
より御礼申し上げます。本日は宜しくお願い致します。
野中弘之会員

高野ガバナー補佐の補佐訪問歓迎致します。本日は宜しくお
願い致します。

生には、ほとんど関係ないと思いませんか。誤解の無いよう
に言っておきますが、会員増強が必要でない、と言っている
訳ではありません。また人道的奉仕の見直し（戦略計画）が
必要でない、と言っている訳でもありません。見直しは大い
に大胆にやらないといけない。

ところで Rotary に価値があるとすれば、Rotary をどう

清水利夫会員

高野勝良ガバナー補佐のご来訪心から歓迎申し上げます。
蛭川俊也会員

理解し、そこから何を学び、どう自分の人生や事業に生か
したか、ということに尽きるのではないでしょうか。決議

23-34 では、これは “ 人生哲学 ” である、と述べています。

高野勝良ガバナー補佐ようこそご訪問下さいました。

そこで言われていることは、“Service above self” とい

卓話宜しくお願い致します。

う考えです。“ 超我の奉仕 ” と訳されていますが、自分を超

井桁憲治会員

ガバナー補佐河野勝良様、補佐幹事黒巣泰明様、増田幸樹様
本日はお忙しい所、熊谷東クラブへようこそお越しください
ました。ご指導宜しくお願いいたします。

えて奉仕ばかりしていたら会社はつぶれますね。そうではな

くて、Service の本来の意味は思いやり、他人のことを思い
やり、他人の役にたとうとする心です。“ 自分よりも、相手

のこと思いやる ”、思いやりの心で、顧客に接し、従業員に

中山康徳会員

高野勝良ガバナー補佐のご来訪を歓迎いたします。本日はご
指導を宜しくお願いします。又、妻の誕生祝いを頂きありが
とうございます。

接します。“ 自分よりも、相手のこと思いやる心 ” で、家族

や友人に接します。そうすれば人生は豊かになる、という哲
学です。だが実行は難しいですね。

もう一つ、“He profits most who serves best”（最も良

市川富夫会員

ガバナー補佐 高野勝良様、ガバナー補佐幹事 黒巣泰明・増
田幸樹様、よくおいで下さいました。今日はご指導宜しくお
願い致します。

く奉仕するもの、最も多く報われる）という、1908 年 1 月

にシカゴクラブに入会してきたシェルドンが唱えた職業倫理
です。そもそも Rotary はお互い商売しよう、というところ

からスタートしていますが、この考えは誰もが認める商売の

石井典男会員

本日は高野ガバナー補佐様はじめ地区の役員の皆様、ご来訪
を心より歓迎申し上げます。

鉄則でしょう。他人のためにならない商売は無い訳ですから。
だがこれも実行は難しいですね。

これら Rotary の心、Service（思いやり）の心を我がも

浅井純次会員

のとして、一人一人が職業を磨き、輝く Rotarian になりま

高野ガバナー補佐、本日宜しくお願い致します。

しょう。それが小川会長の言う、
「職業を通して社会に貢献

しよう」ということであり、まずは「自己第一、奉仕第二だ」

ニコニコ BOX

本日

累計

10.11

￥21,000

￥273,000

という意味なのだと理解しているところです。

質問箱
卓話

清水 利夫

SAA

高野 勝良氏

RI イアン・ライズリー会長は、
「Rotary とは何ですか」

・ガバナー補佐の役割は？
・ガバナー補佐の選任方法は？

と聞かれたとき自分は一瞬答えられなかったと述べていま
す。そして私にとって Rotary とは「どのような団体か」で

はなく、
「何をしているか」で定義されます、
と言っています。
Rotary とはポリオ撲滅運動をやっている団体です、と答え
るのでしょうか。
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〈次回 11/8 のプログラム〉
熊総すこやか教室 / 卓話

