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2019 年 2 月 14 日―
幹事報告

山本会長の時間
皆様、こんにちは。今日は、２７８０地
区職業奉仕委員長・佐藤忠様をお迎えして、
職業奉仕の事例等を伺いながら勉強したい
と思っております。また、本日は最後に、
この卓話についてのアンケートを提出した
いと思います。
先月 1 月３１日の卓話では、ヤマトホールディングス特別顧
問・瀬戸薫様と、ヤマト運輸代表取締役会長森日出男様をお迎
えして「障がいのある方の『経済的自立』に向けて、ヤマトグ
ループの取り組みのご紹介」と題してお話伺いました。ヤマト
グループでは、職業奉仕のみならず、社会奉仕活動、国際奉仕
活動等、多岐にわたる奉仕活動をしているとのお話でした。
私達も、職業奉仕とは「職業の経験と才能を、ロータリーで
の奉仕に生かすこと」と頭では理解しておりますが、現実にあ
まりわかっていないように思えます。今日は地区職業奉仕・佐
藤委員長より、事例をもとにお話を伺い、今後の奉仕活動に活
かしたいと考えております。今日はよろしくお願い致します。
又、本日は、青少年交換留学生として台湾へ留学された臼井会
員のお孫さん、塚田琴音さんが例会に来られております。後程、

2 月 28 日(12:30)
坂垣 雅夫氏
（元毎日新聞記者）
「ロッキード事件と日
本社会」

ＳＡＡ◆矢部 房男

事務所：逗子市桜山 6-3-29

―2745 回 例会記録

本日の進行（18:00）
100％出席例会
於：哉吉
―次回のお知らせ―

由夫

会 長 ｴ ﾚ ｸ ﾄ◆大野 宏一

清水幹事 到着物：ガバナー月信 2 月号
開催：・3/2（土）15:00～17:00 於：第 1 相澤ビル 6F
「青少年交換オリエンテーション」
例会変更：鎌倉大船 RC 2/15（金）11:00～
「観音寺 玉縄桜植樹」
その他：ロータリー財団補助金管理セミナー修了証書が大野
会員宛に届いております。
委員会報告鈴木（安）親睦副委員長：本日例会後に予定して
おりました親睦委員会ですが、岩堀委員長の都合
により、延期となりました。委員会の方は、後日、
連絡致しますので宜しくお願い致します。

小坂

優様

（東京八王子 RC）
本日メイクアップに来ました。
東京八王子 RC は、今年４月で
６０周年を迎えます。記念行事
として市内の高校生に社会奉
仕活動をしてもらおうとワー
クショップを行いました。又、
内容のある特別例会を開催し
たいと考えております。

近況のご報告等をお願い致します。

塚田 琴音様

２月１２日（火）会長幹事会があり、岡野 AG より、財団の

（2015-16 青少年交換留学
派遣生・台湾）
中国の北京理工大学で法学を
学んでおります。春節で帰国し
て参りました。全生徒 3 万人
中日本人は 3 名です。中国で
は電子マネーが大変普及して
いる等、日本との文化の違いを
日々感じております。

寄付状況報告の中で、
逗子 RC は 60％、
米山寄付は 66％です。
残り 5 か月で、
宜しくお願いします。
3 月 2 日の I.M について、
各クラブ紹介で、逗子クラブは、水戸黄門を演じます。会員全
員で、応援したいと思います。
そして、最後に、本日は、ビジターとして東京八王子 RC60
周年実行委員会副委員長の小坂優会員がメイクアップで来られ
ております。後程一言、頂きたいと思います。これで会長の時
間を終わります。

財団ニコニコ
【出席報告】

会員数 47 名（出席免除 3 名）
出席者２4 名

臼井
矢部（光）、大下

＄30
各＄10

出席率 52.17%
米山ニコニコ

船津

1,000 円

「職業奉仕事例」

地区職業奉仕委員長

佐藤 忠氏

まず初めにロータリーの誕生。入会希望のドナルド・カーターさんの苦言から第 3 条
で「世のため人のために」という考え方を条文化し、
「奉仕理念」の考え方が誕生した。
ロータリーの樹の図。クラブ奉仕は親睦と助け合い。職業奉仕が幹となり、青少年奉仕、社
会奉仕、国際奉仕などが枝葉となる。
ロータリーの２つの基本理念について。
「超我の奉仕」
、
「最も良く奉仕する者、最も多く
報いられる」
。定款第３条はクラブの目的。五大奉仕部門に基づいて成果あふれる奉仕プ
ロジェクトを実施する。定款第５条はロータリーの目的。第２は、職業上の高い倫理基
準を保ち、役立つ仕事はすべて価値あるものと認識し、社会に奉仕する機会としてロー
タリアン各自の職業を高潔なものにすること。職業奉仕は、この第２項を土台としてい
る。
ロータリーは、倫理運動です。
「高潔」とは、人柄が立派で私利・私欲のために心を動かさないこと。定款第６条は五大奉
仕部門。自己の職業上の手腕を社会の問題やニーズに役立てるために、クラブが開発したプロジェクトの応えることが含ま
れる。
ロータリアンの行動規範。第５の「事業や職業における特典を、他のロータリアンに求めない。
」は 2014 年 10 月のＲ
Ｉ理事会で削除された。職業倫理の指針として、「職業奉仕」＝「四つのテスト」
。職場や生活のあらゆる場面で、倫理的行
動を実践するための指針にする。
ロータリーの職業奉仕とは「職業」の実践を通して、社会に「奉仕」する。職業の心と奉仕の心がひとつの心となりロー
タリーの職業奉仕となる。
「職業の実践を通して世のため人のために尽くしなさい」これが、「超我の奉仕」となる。この言
葉の意味は「人をだましたり、欺いたり、人を泣かせるような行為や非道徳的、非社会的行為をして金儲けをしてはいけな
い」と言っている。そのことは、江戸時代の近江商人の「三方よし」の経営理念のように、
「職業倫理」をもって自らの職業
を行うことが、ロータリーにおける「職業奉仕」の基本とされている。近江商人の経営理念「三方よし」は、
「世間よし」
「買
い手よし」
「売り手よし」
。
マスコミ等で取り上げられ、話題性のある「職業奉仕」の実践例を６例紹介。
① さすらいの眼科医、服部匡志氏。月の半分を日本で稼ぎ、その後ベトナムに行き貧しい人達に無償で白内障の手術をす
る。
② MOTHER HOUSE 山口絵里子社長。バングラデシュ、スリランカ、ネパールで現地採用、現地生産のブランド品を作
り世界で販売。
③ 日本理化学工業（株）大山泰弘会長、大山隆久社長。全体の 70％以上が障がい者企業。
④ シリコン・人工ボディ、スゴ腕技師 福島有佳子さん。失われた身体をフル・オーダーでリアルに復元。
⑤ 株式会社パン・アキモト 秋元義彦社長。パンの缶詰、人々救い 21 年。
⑥ 広島市信用組合 山本明弘理事長。貸してやるのではなく使っていただく。すべては、お客様のために。早朝５時から
支店長日報をチェック。6 時 30 分から融資審査のため役員会議。日中はみずから 1 日 5 件の取引先訪問。
何はともあれ、ロータリーを人生の道場に。自分自身を育てましょう。
「職業奉仕」は、これからもロータリーの根幹であるべきと考える。一期一会、あなたに出会えてよかった、感謝、あり
がとう。
担当：清水 信行

ニコニコＢＯＸ

本日合計

￥４３,0００

佐藤忠様（相模原東 RC）…本日は、職業奉仕の卓話のために、
貴重なお時間を頂き誠にありがとうございます。
宜しくお願い申し上げます。
小坂優様（東京八王子 RC）…お世話になります。
山本（由）君…地区職業奉仕委員長の佐藤忠様、職業奉仕事例の
お話、宜しくお願い致します。
清水（惠）さん…佐藤委員長よろしくお願いします。
鈴木（安）君…この 2 月 7 日で傘寿を迎えました。行く河の流
れは絶えずしてしかも元の水にあらず。の心境です。
安藤君…ファンからバレンタインチョコが送られて来ました。
船津君…佐藤さんスピーチよろしく。
村田君…いい女がなる病気だ！金メダルなんかいらない！生き
てさえいてくれればそれでいい！！
矢部（光）君…ロータリーの金看板、職業奉仕を皆で勉強し理解
しましょう！

累計 ￥1,３０２,０0０

橘（武）君…寂しいバレンタインデーだ。
矢部（房）君、山口君、大野君、森澤君、清水（信）君、岡
本（一）君…地区職業奉仕佐藤忠委員長、卓話宜しくお願い
します。
臼井君…花粉の季節です。よく眠り免疫力を高めましょう。
村松君…今日はバレンタインデー、昔は遠くなりにけり、卓
話楽しみ。
草柳君…寒さ厳しい、身体に気をつけましょう。
三宅君…佐藤委員長、ようこそ。
桐田君…茅ヶ崎の現場より、いそぎ来ました。間に合いまし
た。
山本（三）さん…バレンタイン忘れていました（苦笑）
横山君…匂坂君、お誕生日おめでとう。
大下君…花粉の季節です。大変です。

