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小枝義夫　幹事幹事報告
1.例会変更のお知らせ

1.例会変更のお知らせ
●川崎高津南ＲＣ
　　9 /19(月)　休 会（祝日）
　　9 /26(月)　親 睦移動例会　横浜ディナークルーズ
　　10/10(月)　休 会（祝日）
●川崎とどろきＲＣ
　　9 /19(月)　休 会（祝日）
　　9 /26(月)　→ 27(火)に変更　2RC合同例会（川崎中RC）
　　　　　　　　  　点鐘　12：30　場所　ホテル精養軒２Ｆ
　　10/10(月)　休 会（祝日）
　　10/31(月)　休 会（祝日）
●川崎中ＲＣ
　　9 /26(月)　→ 27(火)に変更　2RC合同例会（川崎中RC）
　　　　　　　　 　点鐘　12：30　場所　ホテル精養軒２Ｆ
●川崎北ＲＣ
　　9 /14(水)　親 睦移動例会　エクシブ箱根離宮
  点鐘18：00
　　9 /21(水)　休 会（定款により）
●川崎中央ＲＣ
　　9 /26(月)　→ 28(水)に変更　3ｸﾗﾌﾞ合同親睦夜間例会
　　　　　　　 　　　（川崎大師・川崎マリーン・川崎中央）
　　　　　　　  点鐘　18：30　場所　川崎日航ホテル

6.その他
①9/12（月）ロータリー財団セミナー
　 15-17：30（秦副委員長・会長）　※Ｒ財団ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ持参
②山本会員のお見舞い報告
③第3回理事会議事録報告

今後の予定

委員会報告

◎  9月15日(木)　「クラブフォーラム（全体会議）」

◎  9月22日(木)　休会（祝日　秋分の日）　

◎  9月29日(木)→28（水）
　　　　　　　　　　　「３クラブ合同親睦夜間例会」
　　　　　　　　　　　受付 18：00 　点鐘 18：30
　　　　　　　　　　　懇親会 18：45 ～ 　　　

 　　　　親睦活動委員

安本好勝　会長 

＊週報を送ってくださったＲＣ

　　

ありません

　　　　　　
＊近隣ＲＣからのお知らせ
   
     ビジター紹介

ゲスト紹介

　　　　

　　　　

　

　

中條藝立

山﨑美津夫

　　　　　　出席報告                                           　　出席委員長

　　　　

　　

ありません

　　

ありません
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1.【訃報】川崎中央ＲＣの谷口善規様が９月５日、
　享年73歳でご逝去されました。
　通　 夜：9月11日（日）18時より19時
　告別式：9月12日（月）10時より11時30分　
　場　 所：宗三寺 養光閣
　謹んでご冥福をお祈りいたします。
2. 地区大会参加促進のためのクラブ訪問のお知らせ
　9月15日（木）、川崎西ＲＣよりご来訪　
　※受付担当は、ビジターフィー無しでお願いします。
3.米山学友総会のご案内
    10/1（土）18：30～総会、19：30～懇親会
   場所：ウィリング横浜(京急上大岡)　12階
　参加者：三野米山奨学委員長（兼ｶｳﾝｾﾗｰ）、
4.Ｒ財団１００周年記念シンポジウムご案内
　11/27（日）13：30-16：30
　東京ＪＰﾀﾜｰ　KITE(キッテ)ビル　４Ｆ
　ゲストとしてＲＩ会長　ジョン・ジャーム氏挨拶、
   　緒方貞子氏ご挨拶及びシンポジウムが開催されます。
5.地区大会スピーチの依頼(５分)その他
　 川崎大師ＲＣ、川崎マリーンＲＣ ２クラブが依頼があり 
   ました。

会長報告 安本好勝　会長 

ありません

西尾  猛



私が川崎マリーンRCに入ってからすでに６年が経過しました。私なりに間違いがある
かもしれませんが、職業奉仕について感じたことをお伝えします。
これまでいろんな本を読み、マザーテレサは奉仕をすると愛をもらえると言っていま
す。でも愛って何なのでしょう。高校生の時、愛の話を読むとそこには必ず神が出て
きました。でもそれは西洋の発想で私にはどうもよく理解できませんでした。そこで
当時の会長であった宮本さんに聞いたことがあります。
”ロータリーの奉仕活動って何”って。その時の回答は「固く考えずに奉仕活動を楽
しみましょう」でした。すばらしい回答でしたが、職業奉仕だけは最後まで理解でき
ないでいました。特に医療に介する私としては、してあげることに対して報酬をいた
だくことは職業奉仕の観点からみて違和感がありました。医療現場では昔の赤ひげ先
生のイメージが強く「お金を取るのは罪悪」みたいな空気がはびこっているからです。
現在、アベノミクスの政策の中で「地域包括ケアシステム」というのがうたわれてい
ます。単純に言うと、老人の介護や医療は病院ではなくて地域で、医療・介護・介護
予防・生活支援・住まいの五つのサービスを一体的に受けられる支援体制のこと。
つまり、その背景には急速な高齢化に加え、一方では年々膨れあがる医療保険の財源
の問題などがあり、市町村でも独自に対応していかないとないと間に合わないといっ

た現状があるからです。しかし、ここには大きな問題が介在します。介護施設のヘルパー等の介護職員の数
は最小限に抑えられており、不足部分をボランティアに頼ろうとしています。でも、ボランティアには責任
がありません。仕事として報酬をもらうからこそ、責任が生じるのです。例えば、日本は6000名の医師が飛
行機の中での急患に対応できるよう登録をしています。わずか、6000名です。その他の医師が登録していな
いのは「限られた設備の中で限定的な治療しかできない」ため、無責任なことが出来ない。つまり”報酬を
もらって責任もって行う仕事”と異なると考えているからではないでしょうか。
利潤を追求する中でその行動に責任が出てくる。その責任感を持って追求した利潤に誇りをもって奉仕活動
に費やす。これが職業奉仕の本質なのではないかと思っています。

ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 宮本欣淳　副会長

　職業奉仕委員長

 内田秀彰会員

◆伊藤秀司会員
 内田先生、本日の卓話宜しくお願いします。
◆山﨑会員
 内田先生、卓話楽しみにしています。
 資料が難しそうでわかるか心配です。
◆鈴木会員
　 家内にきれいなお花をいただきありがとうございました。
◆轟会員
　 台風はいずこへ～
◆増田洋一会員
　 リフォーム会社の経営を担うことになりました。
◆安本会員
  内田さん、本日の卓話楽しみにしています。
◆小枝会員
　 ファイヤーサイドに参加いただきました会員の皆さん、
 お 疲れ様でした。貴重なご意見を有難うございます。

◆武藤会員
　 内田さん、卓話楽しみにしています。
◆野口会員
　 内田様本日の卓話楽しみにしています。
◆中條会員
 本日は内田先生の卓話楽しみにしております。
◆秦会員
 昨晩のファイヤーサイドミーティング御苦労様でした。
◆福嶋会員
　 昨日のファイヤーサイドミーティングお疲れ様でした。
 幹事さんご苦労さまでした。
◆松中会員
　 内田委員長、卓話の程宜しくお願いします。
 楽しみにしております。こんな天気で今晩雨ですかね。
◆小山会員
 内田先生の流暢なお喋り楽しみです。
◆河口会員
 内田先生、本日の卓話宜しくお願いします。

本日のニコニコ　　 18,000　円

　　　累計金額  　242,500　円

クラブ会報担当：伊藤秀司委員長

本日の卓話

　

演題『地域包括ケアを通して職業奉仕を考える』

           8月2日(火)
　 　  新会員歓迎会

　　麦島会員・林会員
　　  
　　　　～シーハーズにて～

　


