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     前回の例会 

2022年 1月 28日（金)第 1942回 

卓 話 「 職業奉仕フォーラム 」 

卓話者  坂田 兼則 職業奉仕委員長 

今週の歌  「 日も風も星も 」  

      「 荒城の月 」 

お客様の紹介・出席報告・ 

会長の時間・委員会報告・ 

幹事報告・ＳＡＡ報告  

 

 

 

 

 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

2022年 2月 4日例会自粛中・特別号（№1） 

 

 

 

2021-22年度 国際ロータリーのテーマ 

    「奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために」 

  国際ロータリー会長 シェカール・メータ（インド・カルカッタ-マハナガルRC） 

四つのテスト 言行はこれに照らしてから 1.真実かどうか 2.みんなに公平か 3.好意と友情を深めるか 4.みんなのためになるかどうか 

事務所  〒590-0940堺市堺区車之町西2丁1番30号 ポピア南海3階302号 

Tel（072)223-2300番  Fax(072)223-5005番 

URL     : https://www.sakai-kita.jp/ 

E-mail  ： snrc＠jasmine.ocn.ne.jp 

例会日 毎週金曜日 午後0時30分  

例会場 南海グリル 天兆閣別館 4階「ローズ」 Tel:(072)222-0131番（代表）  

ガバナー(第2640地区)  ： 豊岡 敬 

ガバナー事務所  URL   ： http://rid2640g.com/toyooka/  

E-mail ： toyooka@rid2640g.com 

会長：中川 澄  幹事：綿谷伸一  広報委員長：池田茂雄  編集者：國井 豊 

第 2640地区 堺北ロータリークラブ週報 

創立 1980年 10月 8日 

＜1月28日(金)の出席報告＞ 
会 員 数            30名 
出席会員            14名 
欠席会員              16名 

    ゲスト              0名 
    ビジター            0名 

    オミクロン株の急速な感染拡大を受け 

会員の皆さまへ 

オミクロン株の急速な感染拡大を受け、誠に残念

ではありますが、まん延防止等重点措置が発令さ

れている期間（2 月 20 日）までは、例会開催を

自粛することになりました。 

新型コロナウイルス感染症のパンデミックがは

じまった2020年から、今回3回目の例会自粛で

す。 

広報委員会では例会自粛中も週報を発行し、皆さ

んにお送りしたいと思っています。 

今回は、前回例会の内容を中心に掲載しておりま

すが、次回は皆さんからお寄せいただいた原稿が

頼りとなりますので、ご協力のほどよろしくお願

いいたします。  

                広報委員会 

  （P3の委員会報告をご覧ください）  

2月11日（金）は祝日休会ですので、 

次回発行は2月18日（金）です 
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     「職業奉仕フオーラム」 

         職業奉仕委員長 坂田 兼則 

 

 まず始めに、「職業奉仕」とは何

ですか。と考えますと、「自分の仕

事をしっかりやること。」又「職業

を通じて社会に奉仕すること。」と

考えると思いますが、 

それだけでは、皆さんが普段のお仕事でおこなっ

ていることではないかと思います。 

 ロータリークラブでは五大奉仕部門がありま

すが、当クラブでは「クラブ奉仕」、「職業奉仕」、

「社会奉仕」、「国際奉仕」の四つの部門がありま

す。 

このうちの「クラブ奉仕」、「社会奉仕」、「国際奉

仕」の三部門はそれぞれクラブに対して、社会に

たいして、国際に対しての奉仕というふうに考え

られますが、 

職業奉仕は職業に対して奉仕すると考えるより

も職業を通じての奉仕と考えられます。 

 ここに「職業奉仕」と他の三部門との活動の違

いがあると思います。 

ここで少し、「職業奉仕」を「職業サービス」とい

う言葉に置き換えて考えてみますとすこしは分

かりやすいと思いますので、若干お話します。 

「職業奉仕」という考えをロータリーに持ち込ん

だのが「アーサー・フレデリック・シエルドン」

という人ですが、彼は経営学が専門で、彼の考え

る「サービス」 

は 1.適正な価格、2 経営者・従業員の接客態度、

3品揃え、公正な広告、4取り扱いに対する知識、

6.アフターサービスということでした。 

これらの事柄を十分考えた「サービス」こそ「職

業サービス」といえるということです。 

ロータリーの標語に「最も多く奉仕するもの、最

も多く報われる」というのがありますが。自分に

関する人たちに最善のサービスをしていれば、必

ず自分の利益に繋がり、良い顧客サービスは、会

社を発展させ、良い利益を生み出すと解釈できま

す。 

 すなわち「職業奉仕」とは良い職業奉仕をすれ

ば、それはいずれは自分に良い利益を生み出すと

いうことです。 

言い換えれば「奉仕の心で自分の職業を営みまし

ょう」ということかと思います。 

 

別図に「ロータリーの樹」をつけておりますが、

これは国際 RC の２７６０地区の豊田ロータリー

クラブの斎藤直美氏が発案されたといわれてい

るものです。 

この樹のなかで、花や果実にあたるのが社会奉仕

や国際奉仕・青少年奉仕・ロータリー財団です。

職業奉仕はこれらを支える太い幹であり、クラブ

奉仕はこの幹の根っこ部分であります。 

 すなわち、クラブ奉仕（例会や親睦活動）を通

じて、職業奉仕である樹の幹を太くし（職業奉仕・

サービスの知識を学び）、社会奉仕・国際奉仕・青

少年奉仕・ロータリー財団の活動を行うことにな

ります。 

 クラブ奉仕すなわち、例会や親睦活動をつうじ

て倫理観・道徳観をもった職業奉仕の知識を多く

し、幹が太くなるとその恩恵を受けるのは「自分」

であり、社会奉仕は奉仕の恩恵をうけるのは他の

人であり、自分は見返りを求めないのであります。

ここに職業奉仕と他の奉仕活動の違いがあるの

ではないかと思います。 

ですから、ロータリーアンの職業奉仕とは、倫理

観・道徳観をもった個々の職業をつうじて、世の

中に貢献することかと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

卓  話 
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会長 中川 澄 

 

 今日は、家賃や地代の増額、減額

についてのお話です。 

 家賃や地代は１回決めたら変え

られないものではありません。近所

の家賃地代相場の上昇・下落があっ

たり、固定資産税が増額・減額したりした場合は、

それに連動して、家賃地代の増額や減額を請求す

ることができます。 

 家賃地代の増額や減額について賃貸人と賃借

人で話し合っても解決しない場合は、いきなり裁

判をすることはできず、調停手続きをはさむこと

になります。適正な家賃地代がいくらかについて

話し合いがまとまらなければ、裁判所が選任した

鑑定人（不動産鑑定士）に家賃地代の鑑定をして

もらうことになります。 

 「入居時に決めた家賃が近所よりかなり安いの

で、近所と同じくらいの家賃に増額してほしい」

という理由の家賃増額請求が通るかですが、「近

所より安い」という理由だけで近所と同レベルに

上げてもらうことはできません。ただ、何らかの

事情で特に家賃を安くした場合、その事情が解消

されたら、近隣並みに増額することは可能です。 

 

 

 

広報委員会 

「休会中の週報“特別号”発行について」 

           広報委員長 池田 茂雄 

 

 オミクロン株の爆発的な感染拡大

を受けて「まん延防止等重点措置」が

発令され、その期間中の「2 月４日

(金)・2月 18日(金)」の例会を自粛

し休会することとなりました。 

本日2月４日(金)の週報は前回例会の内容を中心

に発行しましたが、次回 2 月 18 日(金)の週報は

メインを「声の広場」とした特別号として、会員

皆さまから原稿を戴きたいと考えております。

「新型コロナ・私が一番気をつけていることは」

のテーマで、会員の皆さん、思い思いの内容でお

寄せ頂ければありがたいです。締め切りは一応「2

月 15日(火)」といたしますが、メール、ペーパー

ご自由です。ご協力のほど宜しくお願いいたしま

す。 

 コロナ感染拡大の中、お身体には、くれぐれも

お気をつけください。 

 

 

会員増強委員会 

  『拡大例会・ロータリーデー』へ 

            お誘いのお願い 

         会員増強委員長 嶽盛 和三 

 

 毎年開催を目指しておりまし

た「拡大例会」もコロナ禍で 2年

間中止となりました。今年も開催

できる状況になるかどうかわか

りませんが、前向きに考え準備を

進めていきたいと思います。 

この拡大例会は、「ロータリーデー」とし、皆さん

のお連れいただいた方々と、和気藹々お食事、お

酒をいただきながら交流を深め、更にはロータリ

ーについて理解していただける場となることを

目的としています。 

会員増強も大事ですが、まずは会員もお客様も有

意義なひと時となるようにしたいと考えており

ますので、是非ご友人にお声掛けをお願いいたし

ます。 

準備の都合上、ご来会いただけますお客様ご自身

から、もしくはご紹介の会員より、3 月末日まで

に事務局へお申込み下さい。 

（2月に入りましたら、お誘い用のパンフレット、

ご案内等を各自お持ち帰りいただけるように準

備いたします。） 

「ロータリーデー」は会員

全員が一丸となって取り

組んでいただきたく、どう

か皆様のご参加、ご協力の

ほどお願い申し上げます。 

 

       「拡大例会」 

日 時 ：２０２２年４月 1５日（金） 

    開会１８：００（受付 １７：３０～） 

会 場 ：南海グリル 東店 3階 

会長の時間 

時間 

 

委員会報告 

時間 
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会 費 ：会員 ２，０００円 

     お客様  無 料 

 

 

 

（１）本日配布物 

 ・週報  

 

（２）例会休会のお知らせ 

 オミクロン株の急速な感染拡大を受け、1月

28日、臨時理事会にて協議の結果、誠に残念で

はありますが、まん延防止等重点措置が発令さ

れている期間は、例会開催を自粛させていただ

くことにいたしました。 

不測の事態につき、ご理解、ご了承のほどお願

いいたします。どうぞ皆様、ご留意ください。 

 ・2月 4日（金）、18日（金）休 会 

  （定款第 7条第 1節(d)(3)の規定による） 

    ＊2月 11日（金）祝日のため休会 

 

 

 

 

 （会員 50音順） 

山ノ内修一様 40周年の記念誌をいただきあり 

       がとうございました。なつかしく 

       読ませて頂きました。今後益々の  

       ご発展を浜寺の草葉の陰から祈 

       ってます。（ブラックジョーク笑） 

北村勝博会員 オミクロンに振り回された1週間 

       でした。初めて PCR検査受けまし 

       た。大丈夫です。コロナに負けな 

       いようにがんばります。 

笹山悦夫会員 40周年記念誌ありがとうござい 

       ました。愉しく一気に読んでしま 

       いました。坂田さん久しぶりの卓 

       話楽しみにしています。 

塩見 守会員 坂田会員、卓話楽しみにしており 

       ます。コロナ感染拡大しておりま 

       すので、皆さまお気をつけ下さい 

       ませ。 

嶽盛和三会員 退会、休会のうわさが出ています 

       が、本日出席の方々は絶対退会の 

       無きようお願い申し上げます。 

綿谷伸一会員 寂しい例会ですが、坂田職業奉仕 

       委員長よろしくお願いします。 

             合計１６，０００円 

 

 

 

 

 

     

 

ＳＡＡ報告 

時間 

 

幹事報告 

時間 

 

笑って、免疫力アップ！！ 

 第35回 第一生命サラリーマン川柳 

        コンクールより一部ご紹介 

 

『いつまでも 続く黙食 我が家だけ』 

『つなぎたい 親は絆で 子は Wi-Fi』 

『家飲みで あふれる缶に 妻カンカン』 

『娘とは アクリル板より 厚い壁』 

『誰だっけ？ 職場で頼りは 座席表』 

『初出社 入社二年で 初対面』 

『スクスクと 育つ孫見る スマホ越し』 

『自粛中 まだ見ぬ孫が もう歩く』 

『在宅で トイレも含めて 55歩』 

『指よりも 喉に浴びたい アルコール』 

『巣ごもりで Mから Lに 服反応』 

『テレワーク 解除で妻が 福反応』 

『やっぱりね 亭主出勤 留守がいい』 

『久しぶり 妻とお出かけ 接種場』 

『打ちました！ワクチン？いいえ 大谷さん』  

『恋心 マスク外せば 花と散る』 

 


