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ておりますが、その中に私が感じる当クラブの素
晴らしいと思う点について書かせて頂きました。
それは、当クラブが自由を重んじてきたという点
です。これは当クラブの本当に価値あるもので、
神髄だと思います。他クラブではスマイル寄付が
強制のところもある様です。しかし、当クラブで
は決してそれを許さず、チャーターメンバーであ
る村津さんや鳴海先生があくまでもスマイル寄付
は任意とすることを守り抜いてきました。これこ
そが当クラブが自由を重視する本当の価値観だと

委員長

宗明

津末美代子
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理 事 会 承 認
出 席 免 除
修 正 出 席 率

66.67 ％
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71.43 ％

連
通

今日は細則の変更を決議する臨時総会を行いま
す。ご案内文書を皆様に郵送でお送りさせて頂い

森

続
算

－回
751 回

100 ％

・メイクアップ
事前
事後
欠席 堀、竹下、中尾、亀井
理事会承認
出席免除 溝部、河村

通じて、当クラブの拠点がインターコンチネンタ
ルホテルになることが決まるかもしれません。他
クラブや一般の方からはとても羨ましがられま
す。ただ、建物や流行はいずれ風化します。それ

思っております。この後の、臨時総会、理事会を
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でも、当クラブが守り抜いてきた自由という基調

懇親会

は風化させてはいけないと思います。それが大切

午後６：00～

に守られていけば、いずれ当クラブは別府で一番、

於：ホテルサンバリー

アネックス／7,000円
ホスト

日出ロータリークラブ

いや大分県で一番のクラブになっていくだろうと
日

思います。
この自由を重んじるというのは、もう少し掘り

④
Ａ２
別府中央

については、登録するかどうかは本人の意思が尊

例外ではありません。確かに、寄付額の目標を達
成したいとか、会長・幹事は出席した方が良いと

杵

築

別府北
⑤

②

Ｂ１
Ｂパート

地区行事の登録や他クラブの周年行事の登録など

いうことはしない。これは会長・幹事であっても

Ａ１

Ａ３ Ａパート Ａ４

下げて言うと、費用負担の発生する事項、例えば、

重されるということでもあります。決して強制と

出

①

③
別府東

⑦
別 府

⑥
湯布院

≪A1≫日 出―杵 築 9:30~10:20 ≪B1≫別府北―湯布院
≪A2≫別府東―別府中央 10:30~11:20 ≪B2≫B1敗者―別 府
≪A3≫日 出―別府中央 12:20~13:10 ≪B3≫別 府―B1勝者
≪A4≫杵 築―別府東 13:20~14:10
3位決定戦 14:20~
決勝戦

いう事もあると思います。それでも、本人の意思
は尊重されなければならないので、そういう場合

３．９月15日（日）９：00～由布高原ゴルフクラ

は説得や説明を粘り強く続けるという正攻法しか

ブに於いて第３回別府中央ＲＣ親睦ゴルフコ

道はないのだと思います。

ンペを開催致しました。

ロータリアンは「イエスか、はい」しかないと

優

勝：梶原茂樹会員

いうことが良く言われたりします。しかし、当ク

準優勝：近藤賢司会員

ラブだけは「ノー」が言える。それがこのクラブ

参加者：平野英壽、森園伸也、平野教康、亀

の真骨頂だと思います。今日の臨時総会は自由な

井

意思表明の場として審議討論を行って頂ければと

和朗各会員

孝、近藤賢司、梶原茂樹、梶原

思っております。
４．本日、例会終了後～「第３回定例理事・役員
会」を開催致します。

幹事報告

梶原

和朗

５．お祝い
会員誕生日

近藤

―基本的教育と識字率向上月間―

賢司会員（９月18日）

※記念品をお渡し致します。
大島由美子会員（９月23日）
※記念品をお渡し致します。

１．本日は、細則の改正についての「臨時総会」
配偶者誕生日

を開催致します。

中尾百合子さん（９月19日）
佐々木景子さん（９月19日）

２．第36回別府近隣７ＲＣ親睦ソフトボール大会

皆

勤

村津

忠久会員（９月12日＝33年）

のご案内
開催日

令和元年11月23日（土）※少雨決行

開催場所

別府野口原ソフトボールグラウンド

集合時間

午前８時30分／開会式
／試合時刻

午前９時～

６．次週例会の予定
「インターコンチネンタルホテル移転報告・
トキハ最終例会」

午前９時
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○土谷会員

７．本日の回覧
① 中津ＲＣ

今日の例会は人数が多いです。私が入会して

週報

②「2019-2020年度地区大会」出・欠席

一番多いのではと思います。この調子で行きま
しょう！
○森会員

８．本日の配布
① ロータリーの友９月号

商売をする上で、生き残る会社の条件は「変

② 週報No.1434,1435,1436

われる会社」なのだそうです。森永の長寿おか

③ 別府中央ロータリークラブの現況と活動

し「チョコボール」毎年味が変わっていた事知
りませんでした。ロータリークラブも例外では

計画（2019-2020）

ないと思います。今日はよろしくお願いします。
○森園会員
日曜日のゴルフ、体調はイマイチでしたがス
スマイルボックス

委員長

森園

伸也

○西馬会長

コアは好調でした。順位は前回と同じく１打足
らず優勝は出来ませんでした…。
しかし、今年は２年連続で近藤さんに持って

今日は臨時総会です。皆さんの自由な審議を

行かれている年間ベストプレイヤーを目指して
頑張ります。

よろしくお願いします。

○亀井会員

○村津会員
いつもは博多に住んでいる６番目の曾孫、１
才５ヶ月の昌都が昨日、両親と来てくれました。

２週お休みします（国内におりません）。
２回分スマイル。

老人の日のプレゼントです。
何よりの贈り物にスマイル。
○近藤会員
今日は誕生祝いをしていただきありがとうご
ざいます。これからも健康に気を付けて頑張り
ます。
○平野（英）会員
先週、月見例会の恒例歌会で最多拍手賞をい
ただきました。賞金はありませんので自腹でス
マイル。
○大島会員
本日はお祝いをしていただきありがとうござ
います。これからも心も身体も若々しくいたい
と思っています。
○梶原会員
日曜日のゴルフコンペに優勝させていただき
ました。誠にありがとうございました。
次回は不調だったパターを修正して、90切り
を目指します。

E-mail:info@beppu4rc.jp
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臨時総会
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ཎ๎ࡋ࡚㸪┤๓㛗ཬࡧ㛗⤒㦂⪅ࢆே ࢨ࣮ࣂ࣮ࡋ࡚⌮ฟᖍࡋ㸪㛗ࡢᢎ
㑅ࡍࡿࠋ
ࢨ࣮ࣂ࣮ࡋ࡚⌮ฟᖍࡋ㸪㛗ࡢᢎ
㑅ࡍࡿࠋᙺဨࡣ㸪㛗࣭㛗࣭ᖿ࣭ィ ㄆࡢୗ࡛Ⓨゝࢆࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡀ㸪㆟Ỵ
➨ճྕ
ㄆࡢୗ࡛Ⓨゝࢆࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡀ㸪㆟Ỵ
➨ճྕ ᙺဨࡣ㸪㛗࣭㛗࣭ᖿ࣭ィ ຍࢃࡿࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
୪ࡧሙ┘╩㸦௨ୗࠕSAAࠖ࠸࠺㸧ࡍ
୪ࡧሙ┘╩㸦௨ୗࠕSAAࠖ࠸࠺㸧ࡍ ຍࢃࡿࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
ࡿࠋ
ࡿࠋ ๓㡯ࡢつᐃࢃࡽࡎ㸪ᖿ࣭ィ
㸰㸧
㸰㸧⌮ฟᖍ࡛ࡁࡿࡀ㸪
 ๓㡯ࡢつᐃࢃࡽࡎ㸪
ᖿ࣭ィ
ࡣ㸪
㆟Ỵຍࢃࡿࡇ

ࡁண࿌ࡀ⾜ࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
➨㸳⠇ ⌮ࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࡢ㐣༙ᩘࢆࡶ
ࡗ࡚⌮ࡢᐃ㊊ᩘࡍࡿࠋ
➨㸵᮲ ጤဨ

➨㸵᮲ ጤဨ

➨㸯⠇

➨㸯⠇

㸦a㸧 㛗ࡣ⌮ࡢᢎㄆࡢୗḟࡢᖖ௵ 㸦a㸧 㛗ࡣ⌮ࡢᢎㄆࡢୗḟࡢᖖ
ጤဨࢆタ⨨ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

௵ጤဨࢆタ⨨ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

    ࢡࣛࣈዊጤဨ

    ࢡࣛࣈ⟶⌮㐠Ⴀጤဨ

    ⫋ᴗዊጤဨ

    ဨቑᙉጤဨ

    ♫ዊጤဨ

    ዊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺጤဨ

    ᅜ㝿ዊጤဨ

    R ㈈ᅋ࣭⡿ᒣጤဨ

㸦b㸧 㛗ࡣࡲࡓ㸪⌮ࡢᢎㄆࡢୗ㸪 㸦b㸧 㛗ࡣࡲࡓ㸪⌮ࡢᢎㄆࡢୗ㸪
ࢡࣛࣈዊ㸪⫋ᴗዊ㸪♫ዊ࠾ࡼࡧᅜ㝿 ࢡࣛࣈ⟶⌮㐠Ⴀ㸪ဨቑᙉ㸪ዊࣉࣟࢪ࢙
ዊࡘ࠸࡚㸪ᚲせ⪃࠼ࡿ≉ᐃศ㔝ࢆᢸ ࢡࢺ࠾ࡼࡧ R ㈈ᅋ࣭⡿ᒣࡘ࠸࡚㸪ᚲせ
ᙜࡍࡿጤဨࢆタ⨨ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

⪃࠼ࡿ≉ᐃศ㔝ࢆᢸᙜࡍࡿጤဨࢆタ⨨

㸦c㸧 ࢡࣛࣈዊጤဨ㸪⫋ᴗዊጤဨ㸪 ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
♫ዊጤဨ࠾ࡼࡧᅜ㝿ዊጤဨࡣ㸪 㸦c㸧 ࢡࣛࣈ⟶⌮㐠Ⴀጤဨ㸪ဨቑᙉጤ
ࡑࢀࡒࢀ㛗ࡀ⌮ࡢ୰ࡽ௵ࡍࡿጤဨ ဨ㸪ዊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺጤဨ࠾ࡼࡧ R ㈈
㛗࠾ࡼࡧᑡ࡞ࡃࡶ㸰ྡ௨ୖࡢࡢጤဨ ᅋ࣭⡿ᒣጤဨࡢྛጤဨ㛗ࡣ㸪ᚲせᛂࡌ
ࡽᡂࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

࡚ጤဨࢆ㑅௵ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋጤဨ㛗ࡀ

㸦d㸧 㛗ࡣ㸪⫋ᶒୖࡍ࡚ࡢጤဨࡢጤ ጤဨࢆ㑅௵ࡋࡓࡣ⌮ሗ࿌ࡍࡿࡶ
ဨ࡞ࡿࡶࡢࡋ㸪ࡑࡢ㈨᱁࠾࠸࡚ጤဨ ࡢࡍࡿࠋ

ࡣ㸪⌮ฟᖍ࡛ࡁࡿࡀ㸪㆟Ỵຍࢃࡿࡇ
ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
㸱㸧
 ๓➨ճྕつᐃࡍࡿ SAA ཬࡧ SAA

㝶ࡍࡿ࠶ࡽࡺࡿ≉ࢆࡶࡘࡶࡢࡍ 㸦d㸧 㛗ࡣ㸪⫋ᶒୖࡍ࡚ࡢጤဨࡢጤ

㸱㸧 ๓➨ճྕつᐃࡍࡿ SAA ཬࡧ SAA
୪ࡧᖿࡣ㸪࢜ࣈࢨ࣮ࣂ࣮ࡋ࡚⌮

ࡿࠋ

ฟᖍ࡛ࡁࡿࡀ㸪㆟Ỵຍࢃࡿࡇࡀ࡛

⫋ົ࠾ࡼࡧࡇࢀຍ࠼࡚㛗ࡲࡓࡣ⌮ ࡍࡿࠋ

ࡁ࡞࠸ࠋ
➨㸲᮲ ྜ

ဨ࡞ࡿࡶࡢࡋ㸪ࡑࡢ㈨᱁࠾࠸࡚ጤဨ

㸦e㸧ྛጤဨࡣᮏ⣽๎ࡼࡗ࡚クࡉࢀࡓ 㝶ࡍࡿ࠶ࡽࡺࡿ≉ࢆࡶࡘࡶࡢ
ࡀクࡍࡿ㡯ࢆฎ⌮ࡍࡁࡶࡢࡍࡿࠋ 㸦e㸧ྛጤဨࡣᮏ⣽๎ࡼࡗ࡚クࡉࢀ
➨㸲᮲ ྜ

⌮ࡼࡗ࡚≉ูࡢᶒ㝈ࢆ࠼ࡽࢀࡓሙ ࡓ⫋ົ࠾ࡼࡧࡇࢀຍ࠼࡚㛗ࡲࡓࡣ⌮

➨㸯⠇ ᖺḟ⥲ࠋᮏࢡࣛࣈࡢᖺḟ⥲ࡣ ➨㸯⠇ ᖺḟ⥲ࠋᮏࢡࣛࣈࡢᖺḟ⥲

ྜࢆ㝖ࡁ㸪ࡇࢀࡽࡢጤဨࡣ㸪⌮ሗ࿌ ࡀクࡍࡿ㡯ࢆฎ⌮ࡍࡁࡶࡢ

ẖᖺ㸯㸰᭶➨㸰㐌㛤ദࡉࢀࡿࡶࡢࡍ ࡣ㸪ཎ๎ࡋ࡚㸪ẖᖺ㸯㸰᭶➨㸯ⅆ᭙᪥

ࡋ࡚ࡑࡢᢎㄆࢆᚓࡿࡲ࡛ࡣ⾜ືࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ ࡍࡿࠋ⌮ࡼࡗ࡚≉ูࡢᶒ㝈ࢆ࠼ࡽ

ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪ࡇࡢᖺḟ⥲࠾࠸࡚ḟᖺᗘᙺ 㛤ദࡉࢀࡿࡶࡢࡍࡿࠋࡑࡋ࡚㸪ࡇࡢᖺḟ

࡞࠸ࠋ

ဨ࠾ࡼࡧ⌮ࡢ㑅ᣲࢆ⾜ࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞ ⥲࠾࠸࡚ḟᖺᗘᙺဨ࠾ࡼࡧ⌮ࡢ㑅

㸦f㸧㛗ࡣ㸪ࡑࡢᚲせ࠶ࡾㄆࡵࡓሙྜ㸪 ሗ࿌ࡋ࡚ࡑࡢᢎㄆࢆᚓࡿࡲ࡛ࡣ⾜ື

࠸ࠋ

㟷ᑡᖺάືࡢㅖ≉ᐃศ㔝ࢆᢸᙜࡍࡿጤဨ ࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

ᣲࢆ⾜ࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

➨㸰⠇ ᮏࢡࣛࣈࡢẖ㐌ࡢࡣẖ㐌ⅆ᭙ ➨㸰⠇

ࢆ㸯ࡘࡲࡓࡣ㸰ࡘ௨ୖタ⨨ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ

㸦a㸧 ᮏࢡࣛࣈࡢࡣ㸪ཎ๎ࡋ࡚㸪

ࡿࠋࡇࢀࡽࡢጤဨࡣ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢ㈐ົࡼ

㛵ࡍࡿ࠶ࡽࡺࡿኚ᭦ࡲࡓࡣࡢྲྀᾘ ➨㸯ⅆ᭙᪥ཬࡧ➨㸱ⅆ᭙᪥ࡢ᭶㸰ᅇ௨ୖ

ࡗ࡚㸪⫋ᴗዊጤဨ㸪♫ዊጤဨ㸪ᅜ

ࡣࡍ࡚ࡢࢡࣛࣈࡢဨ㒊ࡋࡿࡃ ࡍࡿࠋࡓࡔࡋ㸪ᙜヱ᪥ࡀ⚃᪥ヱᙜ

㝿ዊጤဨࡢ࠸ࡎࢀ㸪࠶ࡿ࠸ࡣ㸪ࡍ࡚

㏻࿌ࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋᮏࢡࣛࣈࡢ⍗ ࡍࡿࡶࡋࡃࡣ⌮࡛ᢎㄆࡍࡿࡣ㸪⌮

ࡢᡤ⟶ࡍࡿࡇࢁ࡞ࡿࠋྍ⬟ࡘᐇ㝿ⓗ

⑅࡞ࡁဨࡣࡍ࡚㸪ྡဨ㸦ࡲࡓࡣᶆ‽ ࡢỴ㆟࡛ᙜ᭶࠾ࡅࡿ௵ពࡢ᪥ࢆ

࡛࠶ࡿ㝈ࡾ㸪㸯ྡࡲࡓࡣᩘྡࡢጤဨࢆ௵

ࣟ ࣮ ࢱ ࣜ ࣮ ࢡ ࣛ ࣈ ᐃ Ḱ ➨ 㸯 㸮 ᮲ ➨ 㸴 ⠇ ௦᭰᪥ࡋ࡚ࢆ㛤ദࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ

ࡍࡿࡲࡓࡣ㸯ྡࡲࡓࡣᩘྡࡢጤဨࢆ㸰࢝

(a)(b)ࡢつᐃᇶ࡙ࡁ㸪ฟᖍࢆච㝖ࡉࢀࡓ ࡿࠋ

ᖺࡢ௵ᮇࢆࡶࡗ࡚௵ࡍࡿࡇࡼࡾጤဨ

ဨ㸧ࢆ㝖ࡁ㸪ࡢᙜ᪥㸪ࡑࡢฟᖍࡲࡓࡣḞ

⥅⥆ᛶࢆࡶࡓࡏࡿつᐃࢆタࡅࡿࡁࡶ

᪥㸯㸰㸱㸮ศ㛤ദࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

ࢀࡓሙྜࢆ㝖ࡁ㸪ࡇࢀࡽࡢጤဨࡣ㸪⌮

㸦b㸧 ࡢྲྀᾘࡣ㸪ᮏࢡࣛࣈᐃḰ➨㸶

ᖍࡀグ㘓ࡉࢀ㸪ࡑࡢฟᖍࡣ㸪ᮏࢡࣛࣈࡲࡓࡣ ᮲㸦㹡㸧ᇶ࡙ࡃሙྜ㸪ࡶࡋࡃࡣࡸࡴࢆᚓ

ࡢࡍࡿࠋ

ࡢ࣮ࣟࢱ࣮ࣜࢡࣛࣈ࠾࠸࡚㸪ࡑࡢ ࡞࠸ࡀⓎ⏕ࡋࡓሙྜ㸪⌮ࡣ

➨㸰⠇ ࢡࣛࣈዊጤဨ

ᙜࡉࢀࡓ㛫ࡢᑡ࡞ࡃࡶ㸴㸮ࣃ࣮ࢭ ࢆྲྀࡾᾘࡍࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋࡓࡔࡋ㸪⥭ᛴࢆ

 㸦a㸧 ࢡࣛࣈዊጤဨጤဨ㛗ࡣ㸪ࢡࣛ

ࣥࢺฟᖍࡋ࡚࠸ࡓࡇࡀᐇドࡉࢀࡿ㸪 せࡋ⌮ࡢᢎㄆࢆᚓࡿ㛫ⓗవ⿱ࡀ࡞

ࣈዊࡢㅖάື㒊ᑐࡋ࡚㈐௵ࢆࡶࡕ㸪 㐠Ⴀࡢㅖάື㒊ࢆᐇࡍࡿࡇࢆ௵ົ

ࡶࡋࡃࡣᶆ‽࣮ࣟࢱ࣮ࣜࢡࣛࣈᐃḰ➨㸯㸰 ࠸ࡣ㸪㛗ࡢุ᩿ࡼࡾࢆྲྀࡾᾘࡍ

ࡘࢡࣛࣈዊࡢྛ≉ᐃศ㔝ࡘ࠸࡚タ⨨ ࡍࡿࠋ

᮲➨㸯⠇ࡢつᐃࡼࡿࡶࡢ࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ ࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋࡶࡗࡶ㸪㛗ࡀࢆྲྀ

ࡉࢀࡓ࠶ࡽࡺࡿጤဨࡢࢆ┘╩㸪ㄪᩚ  㸦b㸧 ࢡࣛࣈ⟶⌮㐠Ⴀጤဨጤဨ㛗ࡣࢡ

࡞࠸ࠋ

ࡍࡿ௵ົࢆࡶࡘࡶࡢࡍࡿࠋ

ᾘࡋࡓࡣ㸪㛗ࡣᚋⓗ⌮

➨㸰⠇ ࢡࣛࣈ⟶⌮㐠Ⴀጤဨ
㸦a㸧 ࢡࣛࣈ⟶⌮㐠Ⴀጤဨࡣ㸪ࢡࣛࣈ

ࣛࣈ㐠Ⴀࡢࡓࡵ㸪ᚲせᛂࡌ࡚㸪≉ᐃศ

➨㸱⠇ ဨ⥲ᩘࡢ㸱ศࡢ㸯ࢆࡶࡗ࡚ᮏࢡ ࢆྲྀᾘࡋࡓ⌮⏤ࢆሗ࿌ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

 㸦b㸧 ࢡࣛࣈዊጤဨࡣ㸪ࢡࣛࣈዊ 㔝ࢆᢸᙜࡍࡿḟࡢྛጤဨ➼ࢆタ⨨ࡍࡿࡇ

ࣛࣈࡢᖺḟ⥲࠾ࡼࡧࡢᐃ㊊ᩘࡍ

ጤဨጤဨ㛗ࢡࣛࣈዊࡢ≉ᐃศ㔝ࢆᢸ ࡀ࡛ࡁࡿࠋ

ࡿࠋ

㸦c㸧㛵ࡍࡿ࠶ࡽࡺࡿኚ᭦ࡲࡓࡣ
ࡢྲྀᾘࡣࡍ࡚ࡢࢡࣛࣈࡢဨ㒊

ᙜࡍࡿࡍ࡚ࡢጤဨࡢጤဨ㛗ࡼࡗ࡚ᵓ     ฟᖍጤဨ

➨㸲⠇ ᐃ⌮ࡣẖ᭶㛤ദࡉࢀࡿࡶ ࡋࡿࡃ㏻࿌ࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

ᡂࡉࢀࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

ࡢࡍࡿࠋ⮫⌮ࡣ㛗ࡀࡑࡢᚲせ࠶ ᮏࢡࣛࣈࡢ⍗⑅࡞ࡁဨࡣࡍ࡚㸪ྡ

 㸦c㸧 㛗ࡣ⌮ࡢᢎㄆࡢୗࢡࣛࣈ     ぶ╬άືጤဨ

ࡾㄆࡵࡓࡁ㸪ࡲࡓࡣ⌮ࡢ࣓ࣥࣂ࣮ ဨ㸦ࡲࡓࡣᶆ‽࣮ࣟࢱ࣮ࣜࢡࣛࣈᐃḰ➨㸯

ዊࡢ୰ࡢ≉ᐃศ㔝ࢆᢸᙜࡍࡿḟࡢྛጤဨ     㞧ㄅጤဨ

㸰ྡࡢせồࡀ࠶ࡿࡁ㸪㛗ࡼࡗ࡚ᣍ㞟 㸮᮲➨㸴⠇(a)(b)ࡢつᐃᇶ࡙ࡁ㸪ฟᖍࢆ

ࢆタ⨨ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

    ࣉࣟࢢ࣒ࣛጤဨ

ࡉࢀࡿࡶࡢࡍࡿࠋణࡋࡑࡢሙྜ↛ࡿࡁ ච㝖ࡉࢀࡓဨ㸧ࢆ㝖ࡁ㸪ࡢᙜ᪥㸪ࡑ

    ฟᖍጤဨ

    ᗈሗጤဨ

ண࿌ࡀ⾜ࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ࡞࠾㸪➨㸯㐌 ࡢฟᖍࡲࡓࡣḞᖍࡀグ㘓ࡉࢀ㸪ࡑࡢฟᖍ

    ࢡࣛࣈሗጤဨ

    ࢫ࣐ࣝጤဨ

ࡀఇ᪥ࡢሙྜࡣ㸪ཎ๎ࡋ࡚㸪⩣㐌㛤ദ ࡣ㸪ᮏࢡࣛࣈࡲࡓࡣࡢ࣮ࣟࢱ࣮ࣜࢡࣛࣈ

    ぶ╬άືጤဨ

    ࣮ࣟࢱ࣮ࣜሗጤဨ

ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

࠾࠸࡚㸪ࡑࡢᙜࡉࢀࡓ㛫ࡢᑡ

    㞧ㄅጤဨ

http://www.beppu4rc.jp/chuo/

    ࢡࣛࣈሗጤဨ

ࡑࡢጤဨ

BEPPU CHUO ROTARY CLUB
    ဨ㑅⪃ጤဨ

   ጤဨ㛗ࡀጤဨࢆタ⨨ࡋࡓࡣ㸪⌮

࠶ࡽࡺࡿጤဨࡢࢆ┘╩㸪ㄪᩚࡍࡿ௵ 㢮ࢆሸࡍࡿࡓࡵ㐺ᙜ࡞ே≀ࡢẶྡࢆ

    ဨቑᙉጤဨ

ሗ࿌ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

ົࢆࡶࡘࡶࡢࡍࡿࠋ

    ࣉࣟࢢ࣒ࣛጤဨ

 㸦c㸧 ฟᖍጤဨࡣ㸪ࡍ࡚ࡢࢡࣛࣈဨ

 㸦b㸧 ♫ዊጤဨࡣ㸪♫ዊጤဨ ࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

    ᗈሗጤဨ

ࡀ࠶ࡽࡺࡿ࣮ࣟࢱ࣮ࣜࡢྜฟᖍࡍࡿ

ጤဨ㛗♫ዊࡢ≉ᐃศ㔝ࢆᢸᙜࡍࡿ  㸦b㸧 ࡇࡢጤဨࡣ㸪ဨࢆ㑅⪃ࡍࡿࡓ

  ḟࡢጤဨẖᖺ㸯ྡࡎࡘࡢጤဨࢆ௵ ࡇ㸦ࡇࢀࡣ㸪ᆅ༊㸪㒔ᕷ㐃ྜ㸪

ࡍ࡚ࡢጤဨࡢጤဨ㛗ࡼࡗ࡚ᵓᡂࡉࢀ ࡵ㸪ဨ᥎⸀ࡉࢀࡓࡍ࡚ࡢ⪅ࢆಶே

⌮᥎⸀ࡍࡿࡼ࠺✚ᴟⓗດࡵ࡞ࡅ

ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

ᆅᇦ࠾ࡼࡧᅜ㝿ࡢฟᖍࡶྵࡲ

ࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

    ⫋ᴗศ㢮ጤဨ

ࢀࡿ㸧ࢆዡບࡍࡿ᪉ἲࢆ⪃ࡍࡿࡼ࠺ດ

 㸦c㸧 㛗ࡣ⌮ࡢᢎㄆࢆཷࡅ㸪♫ ࡼࡧ♫ᆅ୪ࡧ୍⯡ⓗ࡞㐺᱁ᛶࢆᚭ

ⓗ࡞㠃ࡽ᳨ウࡋ࡚㸪ࡑࡢே᱁㸪⫋ᴗୖ࠾

    ࣮ࣟࢱ࣮ࣜሗጤဨ

ࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋฟᖍጤဨࡣ㸪≉ᮏࢡࣛ

ዊࡢ≉ᐃศ㔝ࡘ࠸࡚ḟࡢጤဨࢆタ⨨ ᗏⓗㄪᰝࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡑࡋ࡚ࡍ

 㸦d㸧 㛗ࡣ㸪㛗࢚ࣞࢡࢺࡲࡓࡣ ࣈࡢࡢฟᖍ㸪ᮏࢡࣛࣈࡢฟ

ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

࡚ࡢ⏦㎸ࡳᑐࡍࡿጤဨࡢỴᐃࢆ⌮

㛗ࡌ㸪⫋ᴗศ㢮㸪ဨ㑅⪃㸪ဨቑᙉ㸪 ᖍ࡛ࡁ࡞࠸ሙྜࡢࢡࣛࣈࡢฟᖍ

    ே㛫ᑛ㔜ጤဨ

ሗ࿌ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

࣮ࣟࢱ࣮ࣜሗጤဨࡢࢆ┘╩㸪ㄪᩚ ࢆዡບࡋ㸪ဨฟᖍつᐃࢆ࿘▱ࡏࡋ

    ᆅᇦⓎᒎጤဨ

 㸦c㸧 ࡇࡢጤဨࡢጤဨ㛗ࡣ㸪๓グ㸦a㸧

ࡵ㸪ฟᖍࢆⰋࡃࡍࡿࡓࡵࡢࡼࡾࡼࡁዡບ⟇

    ⎔ቃಖጤဨ

ཬࡧ㸦b㸧ࢆ㐙⾜ࡍࡿࡓࡵ㸪ᚲせᛂࡌ࡚㸪

 㸦e㸧ࢡࣛࣈㅖጤဨࡢタ⨨ࡘ࠸࡚㸪ྍ ࢆㅮࡌ㸪ࡑࡋ࡚ฟᖍⰋࡢཎᅉ࡞ࡿㅖ

    ༠ྠዊጤဨ

ጤဨࢆ㑅௵ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋጤဨ㛗ࡀጤ

ࡉࡏࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

⬟ࡘᐇ㝿ⓗ࡛࠶ࡿ㝈ࡾ㸪㸯ྡࡲࡓࡣᩘྡ ࢆ☜ࡵ࡚ࡇࢀࢆ㝖ཤࡍࡿࡇດࡵ

ဨࢆ㑅௵ࡋࡓࡁࡣ⌮ሗ࿌ࡍࡿࡶ

ࡢጤဨࢆ㑅௵ࡍࡿࡲࡓࡣ㸯ྡࡲࡓࡣᩘྡ ࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

ࡢࡍࡿࠋ

ࡢጤဨࢆ㸰࢝ᖺࡢ௵ᮇࢆࡶࡗ࡚௵ࡍࡿࡇ

➨㸲⠇ ዊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺጤဨࠋ

㸦d㸧 ࢡࣛࣈሗጤဨࡣ㸪ࢡࣛࣈ㐌ሗࡢห

 㸦a㸧 ࡇࡢጤဨࡣ㸪ᮏࢡࣛࣈࡢဨࡀ㸪

ࡼࡾጤဨ⥅⥆ᛶࢆࡶࡓࡏࡿつᐃࢆ ⾜ࡼࡗ࡚㸪㛵ᚰࢆಁࡋ࡚ฟᖍࡢྥୖࢆᅗ
ࡾ㸪㏆࡙ࡃࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆⓎ⾲ࡋ㸪๓

ࡑࡢ⫋ᴗ㛵ಀ࣭ᆅᇦ♫࣭ᅜ㝿ዊ࠾ࡅ

 㸦f㸧 ⫋ᴗศ㢮ጤဨ࠾ࡼࡧ࣮ࣟࢱ࣮ࣜ ᅇࡢࡢ㔜せ㡯ࢆሗ࿌ࡋ㸪ぶ╬ࢆቑ㐍

ࡿㅖ㈐ົࢆ㐙⾜ࡍࡿ࠺࠼࡛ᙺ❧ࡘᣦᑟ

ሗጤဨࡣ㸪ྛࠎ㸱ྡࡢጤဨࢆࡶࡗ࡚ᵓ ࡋ㸪ဨࡢ࣮ࣟࢱ࣮ࣜᩍ⫱ᐤࡋ㸪ࢡ

ຓࢆ࠼ࡿࡼ࠺࡞᪉⟇ࢆ⪃ࡋࡇࢀࢆ

ᡂࡉࢀࡿࡶࡢࡋ㸪ࡑࢀࡒࢀẖᖺ㸯ྡࡢጤ ࣛࣈ㸪ဨ㸪࠾ࡼࡧୡ⏺ྛᆅࡢ࣮ࣟࢱ࣮ࣜ

ᐇࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

ဨࢆ㸱ᖺࡢ௵ᮇࢆࡶࡗ࡚௵ࡍࡿࡶࡢࡍ ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㛵ࡍࡿࢽ࣮ࣗࢫࢆఏ࠼ࡿ

 㸦b㸧ࡇࡢጤဨࡢጤဨ㛗ࡣ㸪ᚲせᛂࡌ

ࡿࠋᮏつᐃᇶ࡙ࡃ᭱ึࡢ௵ࡣḟࡢࡈ ࡃດࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

࡚㸪ዊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆ㐙⾜ࡍࡿࡓࡵࡢጤ

タࡅࡿࡁࡶࡢࡍࡿࠋ

㸦e㸧 ぶ╬άືጤဨࡣ㸪ဨ㛫ࡢ▱ࡾྜ࠸

ဨࢆ㑅௵ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋጤဨ㛗ࡀጤဨ

ࡣ㸰ᖺ㸪㸯ྡࡣ㸱ᖺࡢ௵ᮇࢆࡶࡗ࡚㸪ࡑࢀࡒ ㄨࢆቑ㐍ࡋ㸪⏝ពࡉࢀࡓ࣮ࣟࢱ࣮ࣜࡢ

ࢆ㑅௵ࢆࡋࡓࡣ㸪⌮ሗ࿌ࡍࡿࡶࡢ

ࡃ⾜࠺ࡶࡢࡍࡿࠋ༶ࡕ㸪㸯ྡࡣ㸯ᖺ㸪㸯ྡ
ࢀ௵ࡍࡿࠋ

ࡍࡿࠋ

ࣞࢡ࣮ࣞࢩࣙࣥ࠾ࡼࡧ♫ⓗㅖάືࡢ

 㸦g㸧 㞧ㄅጤဨࡣ㸪ྍ⬟࡛࠶ࡿ㝈ࡾࢡ ཧຍࢆဨዡບࡋ㸪ᮏࢡࣛࣈࡢ୍⯡┠ⓗ

 㸦c㸧 ᆅᇦ♫࠾ࡅࡿዊࣉࣟࢪ࢙ࢡ

ࣛࣈሗ⦅㞟࠾ࡼࡧᆅඖ᪂⪺ࡲࡓࡣᗈ࿌㛵 ࡢ㐙⾜ୖ㛗ࡲࡓࡣ⌮ࡀㄢࡍࡿ௵ົ

ࢺࡣ㸪ຓࢆᚲせࡍࡿேࠎຊࢆ㈚ࡋ㸪

ಀࡢဨࢆጤဨࡢ୰ྵࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞ ࢆᯝࡓࡍࡼ࠺ດࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

ᨭࡍࡿࡇࡼࡗ࡚㸪ࡍ࡚ࡢேࡀ⏕ᾭ

࠸ࠋ

㸦f㸧㞧ㄅጤဨࡣ㸪࣮ࣟࢱࣜࣥㄅᑐࡍ

ࢃࡓࡾᖾ⚟ᬽࡽࡏࡿࡼ࠺ᚰࢆ㓄ࡾ㸪

ࡿㄞ⪅ࡢ㛵ᚰࢆႏ㉳ࡋ㸪㞧ㄅ᭶㛫ࢆദ

ᆅᇦࡑࡢㅖタࡢ⌧≧ࢆᨵၿࡍࡿࡇ

ࡋ㸪ࢡࣛࣈࡢ᮶ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࠾࠸࡚ẖ᭶

ࡼࡗ࡚ఫࡳࡸࡍ࠸ሙᡤࢆ⠏ࡃࡼ࠺ᚰࢆ

㞧ㄅࡢ⡆༢࡞⤂ࢆᡭ㓄ࡋ㸪᪂ဨࡢᩍ

㓄ࡾ㸪ᆅᇦࡢ⎔ቃࡢ㉁ࢆㄪᰝ㸪ᨵၿࡍࡿࡼ

㞧ㄅࢆ⏝ࡍࡿࡇࢆዡບࡋ㸪࣮ࣟࢱࣜ

࠺ᚰࢆ㓄ࡾ㸪ࡲࡓ㸪ᆅᇦෆࡢ࣮ࣟࢱ࣮ࣜᥦ

࡛ࣥ࡞࠸ㅮ₇⪅㞧ㄅࢆ㉗࿊ࡋ㸪ᅗ᭩

ၐࡢᅋయࡢ㛵ಀࢆᙉࡋ㸪ࡑࡢዊάື

㤋㸪㝔㸪Ꮫᰯ㸪ࡑࡢࡢᅗ᭩㜀ぴᐊࡢࡓ

༠ຊࡍࡿࡇᚰࢆ㓄ࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

ࡵᅜ㝿ዊ୪ࡧࡑࡢࡢ≉ู㉎ㄞࢆ

➨㸳⠇ ࣮ࣟࢱࣜ㈈ᅋ࣭⡿ᒣጤဨ

ྲྀࡾィࡽ࠸㸪ࢽ࣮ࣗࢫ㈨ᩱ┿ࢆ㞧ㄅ⦅

 㸦a㸧 ࡇࡢጤဨࡣ㸪ᙜࢡࣛࣈ࠾ࡅࡿ

㞟⪅㏦ࡾ㸪ࡑࡢ࠶ࡽࡺࡿ᪉ἲࡼࡗ࡚

࣮ࣟࢱࣜ㈈ᅋ㸪ཬࡧ⡿ᒣグᛕዡᏛࢆ᥎㐍

㞧ㄅࢆᮏࢡࣛࣈဨ࠾ࡼࡧ࣮ࣟࢱࣜࣥ

ࡉࡏࡿࡓࡵ㸪ဨᑐࡋㄝ᫂ࢆࡋ㸪᪉⟇

௨እࡢேࠎᙺ❧࡚ࡿࡼ࠺ດࡵࡿࡶࡢ

ࢆ⪃ࡋ㸪ࡇࢀࢆᐇࡍࡿࡓࡵ㸪࠶ࡽࡺ

ࡍࡿࠋ

ࡿάື✚ᴟⓗྲྀࡾ⤌ࡴࡇࢆࡑࡢ௵
ົࡍࡿࠋ

㸦g㸧ࣉࣟࢢ࣒ࣛጤဨࡣ㸪ᮏࢡࣛࣈࡢ
࠾ࡼࡧ⮫ࡢྜࡢࡓࡵࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ

 㸦b㸧ࡇࡢጤဨࡢጤဨ㛗ࡣ㸪௵ົࢆ㐙⾜

‽ഛࡋ㸪ᡭ㓄ࡍࡿࡼ࠺ດࡵࡿࡶࡢࡍ

ࡍࡿࡓࡵ㸪ᚲせᛂࡌ࡚㸪ጤဨࢆ㑅௵ࡍ

ࡿࠋ

ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋጤဨ㛗ࡀጤဨࢆ㑅௵ࡋࡓ
ࡣ㸪⌮ሗ࿌ࢆࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

㸦h㸧ᗈሗጤဨࡣ㸪օᗈࡃ୍⯡ୡ㛫㸪ࣟ

➨㸱⠇ ♫ዊጤဨࠋ

࣮ࢱ࣮ࣜ㸪ࡑࡢṔྐ㸪⥘㡿ཬࡧつᶍ㛵ࡍ

➨㸶᮲ ጤဨࡢ௵ົ

ࡿሗࢆᥦ౪ࡋ㸪ࡑࡋ࡚ֆᮏࢡࣛࣈࡢࡓࡵ

➨㸯⠇ ࢡࣛࣈዊጤဨࠋࡇࡢጤဨࡣ㸪

㐺ษ࡞ᐉఏࢆ⾜࠺᪉⟇ࢆ⪃ࡋࡇࢀࢆ

ᮏࢡࣛࣈࡢဨࡀ㸪ࢡࣛࣈዊ㛵ࡍࡿ

ᐇࡍࡿࡼ࠺ດࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

࠾࠸࡚ࡑࡢㅖ㈐ົࢆ㐙⾜ࡍࡿ࠺࠼ᙺ

㸦i㸧ࢫ࣐ࣝጤဨࡣ㸪ဨࡢ⮬⏤࡞ពᛮ

❧ࡘᣦᑟຓࢆ࠼ࡿࡼ࠺࡞᪉⟇ࢆ⪃

ᇶ࡙ࡃࢫ࣐ࣝሗ࿌ࡇࢀక࠺ࢫ࣐

ࡋࡇࢀࢆᐇࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋࢡࣛࣈዊ

ࣝເ㔠ࢆ᥎ዡࡋ㸪࠾ࡅࡿࢆࢫ࣐

ጤဨጤဨ㛗ࡣጤဨࡢᐃྜ㈐௵ࢆ

ࣝሗ࿌ࡢⓎ⾲ࢆᢸᙜࡋ㸪ࢫ࣐ࣝເ㔠ࡢ

ࡶࡕ㸪ࢡࣛࣈዊࡢάືࡘ࠸࡚⌮

ィ≧ἣࡸࡑࡢ㢭ᮎࢆဨㄝ᫂ࡍࡿࡼ࠺

ሗ࿌ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

ດࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

㸦a㸧 ฟᖍጤဨࠋࡇࡢጤဨࡣ㸪ࡍ࡚

㸦j㸧࣮ࣟࢱ࣮ࣜሗጤဨࡣ㸪ဨೃ⿵⪅

ࡢࢡࣛࣈဨࡀ࠶ࡽࡺࡿ࣮ࣟࢱ࣮ࣜࡢྜ

࣮ࣟࢱ࣮ࣜࢡࣛࣈဨࡢ≉㈐ົ㛵

ฟᖍࡍࡿࡇ㸦ࡇࢀࡣ㸪ᆅ༊㸪㒔ᕷ

ࡍࡿሗࢆᥦ౪ࡋ㸪ဨ࠶ࡽࡺࡿࣞ࣋ࣝ

㐃ྜ㸪ᆅᇦ࠾ࡼࡧᅜ㝿ࡢฟᖍ

ࡢ࣮ࣟࢱ࣮ࣜࡢṔྐ㸪⥘㡿㸪άື㛵ࡍࡿ

ࡶྵࡲࢀࡿ㸧ࢆዡບࡍࡿ᪉ἲࢆ⪃ࡍࡿࡶ

ሗࢆᥦ౪ࡋ㸪ධࡋ࡚ࡽ᭱ึࡢ㸯ᖺ

ࡢࡍࡿࠋࡇࡢጤဨࡣ≉ᮏࢡࣛࣈࡢ

㛫㸪᪂ဨࡢ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆ┘╩ࡍ

ࡢฟᖍ㸪ᮏࢡࣛࣈࡢฟᖍ࡛ࡁ

ࡿࡼ࠺ດࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

࡞࠸ሙྜࡢࢡࣛࣈࡢฟᖍࢆዡບ

㸦k㸧 ࢡࣛࣈሗጤဨཬࡧ㞧ㄅጤဨࡣ㸪ྍ

ࡋ㸪ဨฟᖍつᐃࢆ࿘▱ࡏࡋࡵ㸪ฟᖍࢆ

⬟࡛࠶ࡿ㝈ࡾࢡࣛࣈሗ⦅㞟࠾ࡼࡧᆅඖ

Ⰻࡃࡍࡿࡓࡵࡢࡼࡾࡼࡁዡບ⟇ࢆㅮࡌ㸪ࡑ

᪂⪺ࡲࡓࡣฟ∧࣭ᗈ࿌࣭IT 㛵ಀࡢဨࢆጤ

ࡋ࡚ฟᖍⰋࡢཎᅉ࡞ࡿㅖࢆ☜ࡵ

ဨࡍࡿࡇࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ

࡚ࡇࢀࢆ㝖ཤࡍࡿࡇດࡵࡿࡶࡢࡍ

➨㸱⠇ ဨቑᙉጤဨࠋ

ࡿࠋ

 㸦a㸧 ♫ዊጤဨጤဨ㛗ࡣ㸪♫ዊ  㸦a㸧 ࡇࡢጤဨࡣ㸪ᮏࢡࣛࣈࡢဨࢆ

㸦b㸧⫋ᴗศ㢮ጤဨࠋࡇࡢጤဨࡣ㸪ẖᖺ

ࡢㅖάື㒊ᑐࡋ࡚㈐௵ࢆࡶࡕ㸪ࡘ ቑᙉࡍࡿࡓࡵ㸪⤯࠼ࡎᮏࢡࣛࣈࡢሸᮍ

࡛ࡁࡿࡔࡅ᪩ࡃ㸪㐜ࡃࡶ㸶᭶㸱㸯᪥௨๓

♫ዊࡢྛ≉ᐃศ㔝ࡘ࠸࡚タ⨨ࡉࢀࡓ ሸ⫋ᴗศ㢮⾲ࢆ᳨ウࡋ㸪ᮍሸࡢ⫋ᴗศ

ࡑࡢᆅᇦ♫ࡢ⫋ᴗศ㢮ㄪᰝࢆ⾜ࢃ࡞ࡅ

E-mail:info@beppu4rc.jp

➨㸶᮲ ๐㝖
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BEPPU CHUO ROTARY CLUB
ロータリー探求より

ロータリーに入ったからには
NO.8

2001/9/5

ロータリーに入ったからには
自分なりに早くロータリーのいいところを見つけ，ロータリーを身につけることです。
入会に際しての綿密なインフォメーションが大切なことは言うまでもありませんが、それでも
わからないところがあれば，毎週の例会に出席して会長の時間や卓話，ロータリー情報など，先
輩よりも色々話を聞き，『ロータリーの友』を読んだり，さらには手続要覧に目を通すなどして
自分でも勉強し，すすんで委員会活動活動をしたりして，クラブ奉仕を身につけることです。

クラブ奉仕を身につけるには
このように，クラブ奉仕によって他人のことを思い，他人のために尽くすというロータリーの
心を身につける訓練をうけることになります。
しかし，なんと言っても，ロータリーに入ったからには実益がなければなりません。

そのた

めには，このようにして得られたロータリーの心を自分の職業に生かすことです。
“Nothing but the Best”という言葉がありますが，製造業の場合には「これ以上良いものはつ
くれない」という気持ちで，サービス業の場合は「これ以上のサービスは出来ない」という気持
ちで努力すること，医師の場合は「患者さんのために常に最善の医療を施す」よう努力すること
であり，こうすることがその人の信用につながることになります。
つまり，真のロータリアンとしての日頃の言動や実績によって信望，即ち信用が得られ，仕事
もうまく行くものと思います。
即ち、ロータリーの奉仕は『思いやりの心をもって他人のためにつくすことである』とか，
『最
もよく奉仕する者，最も多く報いられる』というロータリー哲学の実践にあるわけです。
Rotary is“Thoughtfulness of and helpfulness to others”
“He Profits Most Who Serves Best”
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