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－ 年度『ロータリーの友』表紙の写真募集 期日 年 月 日 事務局まで2006 07 2006 4 30

２００６年２月１２日（日）金沢百万石ＲＣでＩＭ（都市連合会）開催を
第 地区石川第一分区 ＩＭ（都市連合会）を金沢百万2610

石ロータリークラブをホストとして、下記の通り合同例会も併
せて開催しました。会員は に主会場４Ｆ 「鶴の間」前に10:30
集合し、準備やリハーサルをしました。皆、午前午後と役目

や持ち場で一生懸命やり、好評でした。お疲れ様でした。有難
うございます。

2610地区石川第一分区ガバナー補佐
炭谷亮一

このたび金沢百万石ロータリーご挨拶
クラブをホストクラブとして、都市連
合を開催する運びとなりました。
私は 「都市連合」とは、小さな地区大会と言う位置づけではな、

いかと考えています。何んとか有意義な会に出来ないものかと、有
志一同頭をひねり 「著名人による講演」とか、留学生による「日本語のスピーチコンテスト」等いろいろな案が、
出ましたが、今日の「パネルディスカッション」に決定しました。

第一部の「私にとっての職業奉仕」のテーマは、ロータリーの原点を見つめ直すと言う意味から、入会 年未10
満の各クラブの代表の会員に、大いに議論していただき、ロータリー歴の長い会員の方も含めて、すべての会員の
皆様が「職業奉仕」の意味を再認識していただければと、期待しています。

第二部では「 世紀に生きるロータリークラブ」のテーマで、入会 年未満の各クラブの代表の会員に、今後百21 5
年のロータリークラブの未来について大いに議論していただき、

より良いロータリークラ
ブの将来像が浮びあがっ
て来ること 期待してを
います。 以上のパネル
ディスカッションに出席
された会員の皆様に、貴
重な休日を一日使かって
良かったと言う感想を持
っていただければと思っ
ています。最後に、会員

の皆様に都市連合会を大いに楽しんでいただき、会員相互の友好
が更に深まれば幸いです。

碧い大気
青い海 蒼い大地

金沢百万石
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－３６５回例会－１３：００ 開会【合同例会】
分区Ａガバナー補佐 高本 昭二点鐘

『我等の生業』ロータリーソング
四つのテスト

の大役を会員一同で頑張ります。最近二木会長挨拶：IM
のライブドアをはじめ企業の不正考えるとき真の職業奉仕と
はなんぞやとよく討議する必要があります。北山吉明会員が
司会いたします。又２１世紀のロータリーについて宮永満祐
美会員が司会をいたします。

開会・歓迎の挨拶の後、特別出席者や特別ゲストの紹介を行った。

谷 伊津子（金沢百万石ＲＣ）ニコニコボックス 例会とIM分 総額￥ （ラオス基金へ）88,000-
本日のＩ高本ガバナー補佐

Ｍに大変御世話になり厚く御

炭谷ガバ礼申し上げます。

１３ＲＣの会員のナー補佐

皆様、大いにＩＭを楽しんで

石川頂きたいと思います。

第２分区下出ガバナー補佐

松ラオス地区支援金として

〃尾パストガバナー

第一分百万石ＲＣ二木会長

区の各クラブの増々の発展を

念じています。 本日は、４８８名百万石ＲＣ野城幹事

のご登録を頂き開催出来ますことに心より感謝申し上げま

ＩＭ岩すと共に各クラブのご発展をご祈念申し上げます。

倉実行委員長 ＩＭ木場副実行ラオス地区支援金として

、 。委員長 雪の中 ＩＭにようこそ！ご出席を感謝します

ホスト役の百万石ＲＣの皆さんご苦労様でした。白山石川ＲＣ中川会長

国際ロータリー石川第一分区ＩＭに出席させて頂きました。 ラオス支援協力させてみなとＲＣ神谷会長 東ＲＣ不室会長

香林坊ＲＣ土屋会長 香林坊ＲＣ近頂きます。金沢百万石ＲＣ様大変ご苦労様です。 百万石ＲＣ様、本日はお世話様です。

百万石ＲＣの皆様、本日のＩＭ諸準備ありがとうございます。 お世話様になります。我がクラブの村野さん、発表頑藤幹事

張れ！ ラオスＣＬＣ建設に取り組んでいる中村啓二郎世界社会奉仕委員長は、我がクラブ選野々市ＲＣ宮森会長、中村幹事

北ＲＣ高畠会長、勝田出の委員会でこのプロジェクトをクラブ会員全委員が支援しています。

百万石ＲＣの皆様、本日はご苦労様です。 金沢百万石Ｒ幹事 白山ＲＣ林会長、宮本幹事

Ｃの皆様、ＩＭ（都市連合）準備に感謝、御礼申し上げます。 初めて都市東ＲＣ 重松会員

北ＲＣ魚住会員 香林坊ＲＣ水内連合会に参加させて頂きます。 ラオス地区支援金として

ラオス地区支援金として すばらしいＩＭでした。我々も頑会員 みなとＲＣ女性会員２名

張ります。

以下百万石ＲＣ

多くのロータリアンが降雪の中ご出席有難うございます。有意義なＩＭになりますよ石丸会員

うによろしくお願い致します。 ラオス地区発展をこころより祈願しております。皆さ魏会員

んからのご支援をお願い申し上げます。 無事終わりました。ありがとうございまし宮永会員

村田会員 江守巧・道子、木村陽子、東海た。 ＩＭが成功裏に無事に行われますように！

ラオス地区支援金として林、齋木、谷、土田、水野、吉田昭生会員

閉会 分区Ａガバナー補佐 高本 昭二点鐘

石川第１分区合同365 回
4Fホテル日航

（ ）2006.2.12 IM の日
％出席率 18/39 46.15
％12 月修正出席率 84.43

挨拶の二木会長

高本 昭二ガバナー補佐
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4F２００５～２００６国際ロータリー第２６１０地区石川第一分区都市連合会 ホテル日航

司 会 金 沂秀（金沢百万石ＲＣ）【 】式 典
１３：２０ 分区Ｂガバナー補佐 炭谷 亮一開会 点鐘

開会宣言 実行委員長 岩倉 舟伊智
国 歌 「君が代」斉唱 ロータリーソング「奉仕の理想」斉唱
開会挨拶 分区Ｂガバナー補佐 炭谷亮一

１３：２５ガバナー挨拶 国際ロータリー 地区ガバナー 菊知 龍雄2610

（１０分）休 憩－

【 】本会議

第一部 ［私にとっての職業奉仕とは］
司 会：北山吉明（百万石ロータリーロータリー）
発表者：分区Ａ 入会１０年未満の会員）

Ⅰ：司会者挨拶及びはじめに
本日にパネルディスカッションの司会を担当いたします、金沢百万石ロ
ータリークラブの北山吉明と申します。宜しくお願いいたします。

ロータリ活動の基本であるところの「職業奉仕」を考えることは、自身の心のうちにロータリアンとして自覚と誇
りを形成するために極めて大切なことであります。しかし、現実にはこのことに関してじっくりと考えをめぐらす

、 、 。機会もないまま ロータリー会員としてただ歳を重ねるとすれば それは非常に残念なことと言わざるを得ません
真のロータリアンたるべく、できるだけ多くの機会をとらえ、この問題に対して真摯に向き合うことが大切と考え
ます。本日はそのような観点から、あえてこのような大きなテーマを取り上げることとなった次第です。

さて、本パネルディスカッションではまず、６つのロータリークラブからお越しいただきました、パネリストの
方々から職業奉仕に関しまして、それぞれのお考え、それぞれの取り組みについてお話を伺います。引き続きまし
て、幾つかの事柄に関して、パネラーより御意見を頂く形で会をすすめていきたいと考えております。御協力をよ
ろしくお願い申し上げます。

Ⅱ：発表
、 、 （ ） 「 」それでは 最初に河北ロータリークラブ 表 守活 おもて もりかつ さまに 建設業に於ける倫理基準とは

司会の北山吉明会員

開会宣言の岩倉舟伊智実行委員長 炭谷亮一ガバナー補佐の挨拶
菊知龍雄ガバナー
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。 。と題してご発表を頂きたいと思います 表さま宜しくお願いします
（発表時間 ６分間をお守りください）

［建設業に於け１：表 守活（おもて もりかつ ［河北ＲＣ］）
る倫理基準とは］ 私は建設業を営んでいます。職業奉仕につい
ての題材は最近発生した姉歯事件を取り上げてみたいと思います。
職業、特に建設業においての最高度の倫理基準とは具体的にどんな
ものがあげられるかを考えてみたいと思います。

［私にとって２：松本耕作（まつもとこうさく ［金沢ＲＣ］）
の職業奉仕］
私の考える職業奉仕をロータリーの成り立ちや、企業の安全に対
する社会的責任からコメントする。

「ロータリアンと３：山内謙一（やまうちけんいち 「金沢南ＲＣ） 」
しての職業奉仕について」他の多くの奉仕団体にない、ロータリー

、 。ならではの特徴であり 金看板である職業奉仕の考え方等について
［私にとっての４：高井秀司（たかいひでじ ［河北南ＲＣ］）

職業奉仕とは］ 各々の職業を通じ高いモラルの推進。青少年にも
色々な機会を与える。優良従業員の表彰。企業訪問

「私の職業奉５：村野元孝（むらのもとたか ［香林坊ＲＣ］）
仕について」 音楽を等しての活動、学校での吹奏楽活動。ソリ
ストとしての演奏活動。音楽を聴かすことによって出来る優れた癒

し効果でどう気持ちが変わるか。このことを基本として奉仕活
動が生きているとおもいます。

［職業観と６：神野重行（かみのしげゆき ［金沢東ＲＣ］）
社会観］ 活動の根幹「職業奉仕」は、しっかりした社会観RC
の上に職業観があってはじめて本物になる。

Ⅲ：討論
皆様、ありがとうございました。それではこれから、幾つかの

事柄に関しまして、皆様の御意見を伺いたいと思います。
１・ 知ること」について「

職業奉仕とはどういうことであるのか。これに関してはただい
まのご口演の中でパネラーの方々より多くの具体例と考え
方が示されました。さて、それではこのような情報をクラ
ブ内の会員が知るためには、あるいは各会員がこの職業奉

仕について考える機会を得るにはどのようにすればよいのか。これに関して各クラブではどのような取り組みをさ
れているのか、そのあたりについてお聞きしたいと思います。

（全員にお尋ねします。順番は発表順です ）。
２・実践すること

、 、職業奉仕の実践としては クラブ組織
すなわち団体として実行する場合と、各
会員が個人的に自らの職業をとおして実
践する２通りがあると思います。クラブ
単位での実践では目的と方法があらかじ
め協議され具体的な形で設定されますの
で、個人的に参加する、あるいは金銭的
に協力するという形がとられるかと思い
ます。ところが、会員個人が自らの職業

、をとおして職業奉仕を実践するとなると
なかなか難しい面があります。ところが
この個人的職業奉仕がロータリアンとし
て最も精進しなければならないことであ

、 。ると いろいろな書物に書いてあります
この場合、それぞれの職種や社会とのかかわり、あるいは個人の哲学、ひいては事業の発展性といった多くのファ
クターが関与してくるため、一定の基準を引くことは困難です。しかし、自らの職業人としての規範やモラルをし
っかり持ち、これに望むということは共通する要素ではないかと思うわけです。そこで、この個人的職業奉仕につ
いてどうとらえ、どう実践していくかといったあたりをパネラーの方々にお伺いしたいと思います。

表守活氏［河北ＲＣ］

松本耕作氏［金沢ＲＣ］

」山内謙一氏「金沢南ＲＣ ［ ］高井秀司氏 河北南ＲＣ

村野元孝氏［香林坊ＲＣ］ 神野重行氏［金沢東ＲＣ］
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（全員にお尋ねします。順番は発表順のうしろから前に ）。
３：評価すること：
さて、物事の意義を知り、それに対して実践を行うというところ
まできました。最後に残された問題は、その結果、あるいは其の
成果をどう評価するかといことです。評価は発展と改革をもたら
し、新しい次へのステップに進むために必要不可欠なものと考え
ます。クラブが企画する職業奉仕の評価、そして個人のそれに対
して、どのような方法で評価していらっしゃるでしょうか、ある
いはこうすればよいのではといったアイデアがありましたらご発
言いただきたいと思います。
（ 、 、基本的には全員にお聞きする予定ですが 時間がない場合は

手を挙げた方のみに発言を頂くこともあります ）。
４：その他
（時間がありましたら、このセッションも行います。ここでは、
それまでに出なかった内容に関し、あるいはこれだけは言ってお
きたい事、などについてお伺いします ）。
Ⅳ：司会者のまとめと終わりの挨拶
ありがとうございました。限られた短い時間でございましたが、
ロータリー精神の根幹を成す職業奉仕について有意義な討論がで
きたと確信しております。

パネラーの皆様、会場の皆様ありがとうございました。これで
一部を終わりたいと思います。

－休 憩－（１０分）

テーマ ～２１世紀に生きるロータリークラブ ～第二部
司 会 ：宮永 満佑美（金沢百万石ＲＣ） 分区Ｂ 入会５年未満の会員ﾊﾟﾈﾗｰ ：

政治、経済、宗教活動では埋めることのできない価値観の差を① 佐藤 元（さとう はじめ 金沢西）［ ］RC
ロータリー活動を通して見い出し広めてゆくことは出来ないだろうか。

② 吉井 清 よしい きよし 金（ ）［
沢北 ］RC
芳躅を攀じる （ロータリー百年に。
亘る知恵の蓄えに学ぶ ）釈尊、キ。
リストなど人類の先達とロータリー
クラブ１００年に亘り蓄えられた知
恵を攀じることにより人類平和を目
指し２１世紀に取り組む

（ ）③ 上村和宏 うえむら かずひろ
「分区内クラブ短期トレード制度」一定年数［金沢みなと RC］

を経た自クラブの愛の強いロータリアンを他クラブへ交流特使
として

沢西 佐藤元氏金 RC

金沢北 吉井清氏RC RC金沢みなと

上村和宏氏

司会 宮永満佑美会員
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交換派遣することでクラブ内の活性化にならないだろうか。
「四つのテスト」耐震偽装など次々④ 丁子 泰征（ちょうじひろゆき ［白山） ］RC

発生する事件。法では完全に阻止できません。自由競争市場に生きる２１世紀の職業
人こそ「四つのテスト」が必要である。

⑤小柳善裕 こやなぎよしひろ 白（ ） ［
山石川 ］RC
「２１世紀に誕生したクラブとして学
ぶべき事、なすべき事」
⑥ 松田真一（まつだしんじ ［野々市）

］RC
「魅力あるクラブづくり」新規会

員獲得だけではなく、現会員が楽し
く活動を継続し且つ自信を持ってＲＣ活

動ができることが魅力あるクラブで
ありクラブ発展につながる。

講 評 国際ロータリー第 地区ガバナー 菊知 龍雄１６：２０ 2610
１６：３０ 閉会挨拶・ 点鐘 分区Ｂガバナー補佐 炭谷 亮一

司 会 金 沂秀（金沢百万石ＲＣ）【懇親会】 会場：鶴の間
１６：４５ 開会挨拶 副実行委員長 木場 紀子（金沢百万石ＲＣ）

（総額￥ )ニコニコボックスをラオスへの地区資金へ 88,000-
石川第一分区代表百万石ＲＣ会長 二木 秀樹から 菊知 龍雄 ガバナーへ贈呈

乾 杯
荒井 公夫 国際ロータリー
第 地区ガバナーエレクト2610

（バイキング：立食）会 食

高本 昭二 分区Ａガ閉会挨拶
バナー補佐

ロータリーソング 「手に18:00
手つないで」

野々市 松田真二氏RC白山 丁子泰征氏RC

白山石川 小柳善裕氏RC

荒井 公夫 エレクト

どうやら仕事も終わって 百万石 の役員RC

講評の菊知ガバナー

下出石川第２分区ガバナー補佐と小原地区幹事


