本日のプログラム
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会の中で私の感じたことはグローバル補助金事業を
行うのに一番大切なことは言葉だと思いました。幸
いセブ RC は日本人メンバーの恩田さんがいるため
言葉の壁がなく、こちらの思いもあちらの思いもス
ムーズに受け止めることが出来ます。また他のクラ
ブの事例では過去に米山奨学生で面倒を見ていた人
が母国に戻り、その人が懸け橋となってベトナムの
山岳民族の村に幼稚園を建てたという話を聞きまし
た。やはりそのクラブも彼がいて意思疎通ができた
ためスムーズに事業が成功したという事でした。地
区の方は言葉の問題は大きいので、過去の米山奨学
生や交換留学生などから情報をもらい、彼らに架け
橋となってもらい国際奉仕活動を積極的に行ってほ
しいという事でした。春日井 RC も過去にネパール

先週の記録
会長挨拶
会長 成瀬 浩康君
先日地区研修協議会が国際会議場で行われ、いよ
いよ次年度が動き出しました。私は、本来出席義務
者ではありませんでしたが、地区の国際奉仕委員会
から要請があり、分科会でセブ RC とのグローバル
補助金事業についてその経緯をお話させて頂きまし
た。地区の方のお話ではやはりコロナの影響で今年
度のグローバル補助金の申請は春日井を含め 3 件だ
ったそうです。次年度に向けてグローバル補助金の
申請をどんどんやってほしいという事でした。分科
青少年奉仕月間（５月）
5 月 20 日（金）
例 例会 12：30～
会
祝福
予 ・卓話 春日井 JC 理事長柴田 啓統様
定
春日井 YEG 会長 岡本 博貴様

やベトナムの人を受け入れています。今は連絡が取
れるかどうかわかりませんが、受け入れ期間終了後
も絶えず連絡を取り続け交流を続けていくことが大
事ではないでしょうか。
そして財団の方のお話がありましたが、地区補助
金の制度が変わると言っていました。どうやら今ま
でよりもだいぶ補助金が減らされることになったら
しいです。その理由は多くのクラブが補助金制度を
使うので財源が厳しくなったからだとか。そのため
に 2 クラブとかで合同で事業をやる事を盛んに勧め
ていました。全くおかしな話だと思いませんか。

ロータリー親睦活動月間（６月）
5 月 27 日（金）
6 月 3 日（金）
6 月 10 日（金）
例会 12：30～
第 12 回理事会 11：15～ 例会 12：30～
クラブフォーラム 例会 12：30～
祝福
（青少年奉仕委員会）
春日井消防隊員表彰
会員卓話

財団に言われるだけの金額を真面目に財団に寄付
して、ロータリーの公共イメージを向上させるため
に奉仕活動をしろと言われればその通り奉仕活動し
て、挙句の果てに補助金は出せませんよとは全く虫
のいい話だと思います。
地区や財団の事情があるのかもしれませんが、補
助金セミナーとかではそういう事が前もって知らさ
れていると思いますが、急に言われても次年度の計
画も狂ってくるだろうし、もっと前もって詳しい説
明が必要なのではないのでしょうか。
話は変わりますが今週末はＷＦＦです。皆さんお
出かけになになりお金を落として頂きたいです。
こちらの収益金はポリオ根絶だけでなく県内の医療
従事者の応援にも使われるそうです。両日あまり天
気が良くないようですが、雨が降らない事を祈念し
会長挨拶といたします。
幹事報告
幹事
大原 泰昭君
・４月２３日・２４日 開催のワールド・フード+
ふれ愛フェスタ、２４日にお会いできることを楽し
みにしております。
・4 月 28 日（木）

18 時から 第３回新入会員研

修を開催します。
場所は SPACE Paleta

2 階レンタルルーム・懇

親会は１９時から韓まるで開催します。
・４月 30 日の小牧ＲＣとの合同事業の花火大会と
翌５月１日の清掃活動にご参加いただけますようお
願い申し上げます。雨天決行です。
出席報告
会員 53 名
先々週の修正出席

副委員長 水谷 高広君
出席 38 名
出席率 71.6%
出席 53 名
出席率 100.0%

ニコボックス報告
委員長
○今週末はＷ・Ｆ・Ｆです。みなさ
んお出かけ下さい。

野間 峰彦君
成瀬 浩康君

○青山君の卓話を楽しみにしていま
す。
○１６年間営業した「とりまる」
「とんまる」を閉店。２１日リニ
ューアルオープンしました。
○早川君の退会を惜しんで
○ポール・ハリス・フェロー認承あ
りがとうございます。
青山君卓話楽しみにしています。
○当社が市のホームページに載って
います。

大原

泰昭君

小柳出和文君

場々大刀雄君
古屋 義夫君

山田

治君

○職業奉仕委員長ご苦労様です。
和田 了司君
卓話を楽しみにしてます。
○先日の結婚記念をうけて
加藤
茂君
○新年度を迎え１年の無難を願って 小川
長君
います。
○あらそいはやめましょう
松尾 隆徳君
○地元での卓話の機会をいただき有 青山 博徳君
難うございます
○青山君の卓話に！！
近藤 太門君
○卓話楽しみです
梅村
守君
○卓話
北
健司君
○卓話楽しみです。
杤本 正樹君
○卓話楽しみにしております。
中川
健君
○青山さんの卓話を楽しみにしてい 大西 信之君
ます。
○卓話楽しみにしています。
岩村 幸正君
○卓話へ
芝田 貴之君
○青山さんの卓話楽しみです！！
岡本 博貴君
○青山さんの卓話を楽しみにしています。
風岡 明憲君
加藤 昭博君
加藤 宗生君
清水
勲君
社本 太郎君
宅間 秀順君
峠 テル子君
野間 峰彦君
長谷川久幸君
菱川 一馬君
三上
努君
村瀬 昌史君
○ご協力ありがとうございます。
ニコボックス委員会
卓話
青山 博徳君
職業奉仕は難しい、難解だ、何を対象に奉仕する
のか判らないと言うメンバーも居られるかと思いま
すが、「職業奉仕こそロータリーの根幹である」と
言われる方もお見えになります。
確かに、職業奉仕の概念は、世に多くある奉仕団体
や NPO・NGO には無いロータリー固有の奉仕に対す
る考え方であるとも言えます。
よくロータリーの樹に表せられるように、ロータ
リーの活動の実りの果実や茂る枝葉は、クラブ奉仕
と言う根っこと、職業奉仕と言う幹から成り立って
居ると先輩からよくご説明を頂きました。
職業奉仕が判り難いのは、「何々の為に奉仕す
る」と言う日本語が他の国際・社会・青少年奉仕と
違い「言い換えの出来ない」部分があるので・・・
判り難いと言われますが、職業奉仕とは、他の団体
にはない RC 特有の奉仕に対する、活動に対する概
念であり、そこが RC の RC たる由縁であり、最も肝
要な部分であると委員会では考えて居ます。
一般的には「職業」は自分のための金儲けの手
段・現実的手段、そして「奉仕」とは世のため、人
の為に尽くす「営利」とは対極の理想の世界と言わ
れますが、一方で「奉仕」とは世の為・人の為に尽
くすことで、「営利」とは、儲けとは、商売や職業
とは対極の世界と言われます。
一見、相反する、この「職業」と「奉仕」とどう
やったら折り合いは付くのか、どうやったら「職
業」と「奉仕」を矛盾しないで実践できるのかが判
れば「職業奉仕」は理解出来ると思います。

ここで、皆さんに判りやすい例をご紹介します。
昨年の大河ドラマ「青天を衝け」の主人公・日本の
資本主義の父と言われた「澁澤栄一」です。
彼の有名な著書に「論語と算盤」と言う日本の社
長に向けたバイブルのような本が有ります。
彼曰く、論語とソロバンというかけ離れたものを
一つにするという事が最も重要なのだ。と言って居
ます。
この「論語と算盤」は、まさしく RC の職業奉仕
の概念と相通じる概念かと思います。
ご存知の方も多いかと思いますが、渋沢は数多く
の会社の設立に携わると共に、沢山の学校の開設や
福祉施設創設の先駆者でもあり、青少年奉仕・社会
奉仕・国際奉仕の実践者でもありました。
また澁澤同様に江戸時代の農政家・思想家の二宮
尊徳も道徳を忘れた経済は罪悪であり、経済を忘れ
た道徳は寝言である」との格言があり、まさしく、
ロータリーの職業奉仕の言わんとすることと根っこ
は同じであると言えます。
時代はＳＤＧｓ！17 の持続可能な開発目標を自分
たちでどう実現して行くのか、環境と社会と経済の
調和をどう考えるのかは、私たちロータリアンが取
り組むべき広い意味での「ロータリーの奉仕活動」
だと思います。
今年の地区方針である コロナゼロ・カーボンゼ
ロを自らの会社を通して、そして地域環境を通して、
実践して行く事が「職業奉仕の概念」に合致すると
考えて居ます。
～の為に奉仕する、職業の為に奉仕する・・を、
自らの職業・職域を通じて今年の地区方針「コロナ
ゼロ・カーボンゼロ」の実践と捉えてこそ、RC の職
業奉仕の神髄と言えます。
環境負荷など度外視して、自分の利益の為に手段
を選ばすライバルを打ち負かしてでも利益を確保し、
その儲け・利益から、罪滅ぼし・免罪符の様なカタ
チでの金品の寄付行為や奉仕活動は、本来のロータ
リアンの目指す奉仕活動ではありません。
世の為・人の為・真実公平を考えながら、自己犠
牲を払いながら誠実に仕事に励むことこそ大切です
が、そのバランスはとても難しい・・・ですが「難
しいから、高い理想だから、それを目指すのがロー
タリアン」たる由縁であり、奉仕の理想を求めるの
がロータリアンで有るはずです。
「職業奉仕」を正しく理解すれば、職業と奉仕は
「世の為、人の為」同じベクトルで語る事が出来、
その活動に矛盾は有りません。
今年の地区方針「コロナゼロ・カーボンゼロ」の
テーマを自らの会社を通じて実践する事が職業奉仕
に繋がると信じて居ます。
ご清聴有り難う御座いました。

※図表は必要ならお使い下さいとのこと
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2022 年 4 月 23 日（土）
、24 日（日）
ワールドフード＋ふれ愛フェスタ
（久屋大通公園 ｴﾝｾﾞﾙ広場・ｴﾃﾞｨｵﾝ久屋広場)

2022 年 4 月 28 日（木）
第 3 回 新会員研修会
（SPACE Paleta 2 階レンタルルーム）

2022 年 4 月 30 日（土）
、5 月１日（日）
桃の花 シークレット花火大会
（小牧市市民球場）

【和食ランチ形式】
前

菜：
あおさ厚焼き玉子 炙り帆立昆布〆黄身酢
胡麻麩田楽 茄子オランダ煮 酢取トマト

丼

物：
石川県産ガスエビのかき揚げ丼

赤だし 香の物
デ ザ ー ト：西瓜の白ワインジュレがけ

（中日新聞

掲載）

