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会長 渡邊 孝文

例会報告（平成 29 年 3 月 16 日）

幹事 市原 豊彦

会報委員長 上原 広嗣

最近少し時間が出来たので、ロータリーの色々な資料
に少し目を通した中で、指導者育成セミナーの中に
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「我らの生業」
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「四つのテスト」

和

「職業奉仕の重要性について」という題の資料で目に
ついたところを一部紹介します。
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●「ロータリーのピンを付けている人は、次のような
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メッセージを発信しているのです。
『あなたは私を信

プログラム
本日のお客様
地区職業奉仕委員長 中村俊人様
各委員会報告
卓話（中村俊人様）

頼することが出来ます。私は頼りになります。私は信
用に値します。私は受けるよりも多くを与えます。私
はいつでもお手伝いします。
』
」
皆さんが付けているロータリー・ピンに対する世間
の信頼は、ロータリーの創立以来、世紀を超えて、私
たちの先輩が、血のにじむような努力を重ねて勝ち得
たものであります。

会長挨拶

本日、私に与えられたテーマは、
「職業奉仕の重要
性」であります。ロータリーの創始者ポール・ハリス
は次のように述べています。
「社会に役立つ人間にな
る方法は色々ありますが、しばしば最も効果的な方法
は、間違いなく自分の職業の中にあります。
」職業奉
仕とは、あらゆる職業に携わる中で「奉仕の理想」を
生かしてゆくことをロータリーが育成、支援する方法
であります。ロータリーの本質は、実に、職業の中に
あります。職業奉仕こそ、ロータリーの根幹であり、
金看板といわれる所以です。しかし、職業奉仕は、他
の奉仕部門に比べて、極めて、難解であるといわれま
す。

春の足音が聞こえて来るような来ないようなこのとこ
ろの陽気ですが、これからますます寒暖の差が激しい

とありました。また、ロータリークラブの会員からロ

日が続くと思いますので、会員の皆様には風邪など引

ータリアンに進化していく一連の進化過程の基盤とい

かぬよう健康には十分注意して下さい。本日は地区職

う言葉もありましたが、普段意識していないことをた

業奉仕委員会委員長 中村俊人様をお迎え致しまして

まに振り返り、感じて、考えてみてもよいのかなと思

卓話をお願いしています。どうぞよろしくお願い致し

いました。今日はそんな日になればと思います。ロー

ます。

タリーはかたい活動からやわらかい活動とたくさんの

仲間との交流活動があります。これからもロータリー

りがとうございました。22 日修士の学位記授与式が

を楽しんでいけたらと思います。また現在クラブ研修

あります。私にも来てほしいとのお話しがありました

委員長の土屋さん、副委員長の鈴木匡哉さんに次年度

ので出席する予定です。歓談会について、車等につき

活動計画書に載せるクラブ定款・細則の見直しをお願

ましては後日案内をさせていただきます。開催時間は

いして執り行っているところです。間もなく草案が出

6 時からです。よろしくお願い致します。

来ると思いますので、理事会に諮り、また会員の皆様
にも了承してもらうことになると思います。もう一度

◇その他

皆様にも定款・細則に目を通していただき、各自意見

土屋会員、鈴木（匡）会員より定款・細則の見直しに

があれば是非クラブ発展のためにもお聞かせ下さい。

ついてお話がありました。

よろしくお願い致します。

卓話
幹事報告
①例会変更のお知らせ
・東金ＲＣ
3/21（火） 休会
・小見川ＲＣ
3/29（水） 休会
（定款第 8 条）
4/ 4（火） 移動例会（第 8 分区合同花見）
4/ 5（水） 振替休会
4/14（金） 合同例会（＆鹿島臨海ＲＣ）

第 2790 地区職業奉仕委員会

4/19（水） 振替休会

委員長

中村 俊人 様

②会報受領クラブ

皆様こんにちは。私は今年度地区職業奉仕委員長の役

・八日市場ＲＣ・多古ＲＣ・成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝＲＣ

を仰せつかりました、柏東ロータリークラブの中村と

③ロータリー米山記念奨学会より「ﾊｲﾗｲﾄよねやま

申します。本日は成田空港南ロータリークラブ様へ

204」が届いております。

卓話者としてお招き戴きまして感謝申し上げます。も

④2017 年ロータリー国際大会アトランタのご案内が

っと早くの訪問をさせて頂けたらと考えていました

届いております。

が、なかなか予定が詰まってしまいまして遅くなりま
した事をお詫び申し上げます。成田空港南ロータリー
クラブには、私が日頃から大変お世話になっていまし

委員会報告

て、いろいろとご教示頂いています、地区米山委員長
の冨一美様には、地区に於いても、またガバナー補佐

◇米山記念奨学生について

経験者の土屋俊夫様は地区ＲＬＩの活動でもご一緒さ
せていただいておりますので、本日はとても卓話がし
難いなと感じてプレッシャーとなっています。
さて、本来は１月が職業奉仕月間として各クラブに卓
話に訪問させて頂きましたが、現在地区の委員皆様で
各クラブに卓話にお伺いするクラブは、卓話依頼があ
った 26 クラブからの要請があり、現在 23 クラブ終
了しています。本日は、成田空港南ロータリークラブ

カウンセラー

土屋 俊夫

の皆様に役目柄少し職業奉仕について御話しをさせて

米山記念奨学生ペンピモンさんの家族歓談会のご案内

頂きたいと思います。

を致しましたところ 10 名以上のご参加をいただきあ

１月号のロータリーの友にも前橋ＲＣのロータリアン

が職業奉仕に付いて投稿していますが、皆様は、
「ロ

クラブの出前教室として学校訪問をして行った活動

ータリーでいう職業奉仕」についてどのようにお考え

を発表して頂きました。また千葉北 RC さんも同じ

でしょうか？

ような出前教室を長年行っていまして、昨年度ＲI よ

職業奉仕に付いてはロータリアンの皆様は会員歴の

り表彰をされました。

違いによって様々な考えがあるように思いますが、

このような活動は社会奉仕だといわれる方もおられ

如何でしょうね。 私は職業奉仕についての考えと

ますが、職業ということについて、若者への職業へ

して、基本は変わらずとも十人十色ではないかと思

の意識を高める事や伝達も立派な職業奉仕だと思い

います。

ます。職業奉仕と社会奉仕は隣りあわせとなってい

職業分類も緩和され、多くの様々な経験者や地域の

ることです。とても繋がりがありますね。

奉仕活動をされている方も、ロータリークラブへの
入会に対し入会の門戸が広がりました。今回の改定

私は「ロータリーでいう職業奉仕」とは、自分の職

により、ロータリークラブの会員身分をクラブ独自

業に「誇り」と「愛情」を持って最大級の努力を

で決定できるようになりました。

し、また、単なる金儲けではなく、ロータリーで言

しかし、ロータリーの職業奉仕は、ロータリアンと

う奉仕の精神で地域や社会生活に関連して、どれだ

しての理念であり、その他の委員会と違い、何かの

けの重みを持っているかという「誇り」であると思

活動をして、形や結果として特別現れるものではな

います。

いと思っています。
職業奉仕は日頃の日常を通じて行うことで、特別そ

自身の仕事を通じて奉仕活動をおこなった中で「受

の時だけするという事ではない筈ですね。

益者」は誰なのか。
地域の皆様が、又は誰かが受益者となるのであれ

職業奉仕という考え方では、他の多くの奉仕団体に

ば、それは社会奉仕であり、仕事を通じて奉仕活動

は無い、ロータリー特有の主義主張で、ロータリー

をし、そこで得た信用や信頼をロータリアン自身が

の金看板だといわれていますが、私も同じ思いをも

得たならば それは職業奉仕ですね。 自分の職業

っています。

に誇りを持つ事、自分の職業に責任を持つ事がとて

他のある奉仕団体では、

も大切だと思います。誇りには責任を持たないとな

「自由・知性・愛国」を目標に、
「明るい社会へ身近

りません。でも、誇りや責任ばかりでは 事業を営

な奉仕」を合言葉にしています。

む上では発展はしません。

またある女性の奉仕団体は、ラテン語の「最善の姉

そこに「事業経営の努力」が必要だという事は言う

妹」という意味で立派な人格の婦人になる事を目標

までもありません。

にしているそうです。

職業への努力をし、事業が発展していかなければ利益

私達ロータリーのように、はっきりと自身の職業を

は上がりません。厳しい中でも事業主には付いて廻る

通じて奉仕することを掲げて活動している奉仕団体

ものです。事業が元気でなければ奉仕へは目を向けら

は無いと思います。ロータリアンたるところの職業

れません。会社を無くしてはならない事ですね。職業

奉仕という考え方だと言われていますね。

奉仕にはいろいろな取り組み方がありますが基本は一

また、ロータリーの行動規範の中にも明記されてい

つです。

ますが、

「ロータリアンは、職業を通じて社会へ貢献しなけ

自分の職業のスキルを生かして、若い人々を導き、

ればならない」という事です。

特別なニーズを抱える人々を助け、地域主会や世界

よく、
「職業奉仕は難しい」とか「職業奉仕はわから

中の人々の生活の質を高める。このように、地域の

ない」という方がおられますが、決して難しくも解

若者に対し、職業への意識を高める活動も大切な役

からないものでもありません。
「自分のやっている事

割であり、また職業を通じての地域への奉仕とは何

を一生懸命、高潔性を持って正しく行う」というこ

かを伝える事も大切であると思います。

とです。ロータリーの職業奉仕で忘れてはならない
のは、皆さんもご存知な「四つのテスト」です

今年度の奉仕プロジェクト委員会・ロータリー財団

言行はこれに照らしてから

との合同セミナーにおきましては、君津ロータリー

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

ニコニコボックス

4 みんなのためになるかどうか
青柳誠君・土屋俊夫君・冨一美君・行木英夫君
皆様のクラブの中で職業奉仕に付いて語っています
か？

市原豊彦君・伊藤元雄君・渡邊孝文君・高田一行君
…第 2790 地区職業奉仕委員長 中村俊人様卓話あ

食事の時や、ロータリアン同士で是非話してみてくだ
さい。ロータリーの原点である「職業奉仕」を理解

りがとうございました
倉石昌治君

し、他の団体と違う、ロータリーの仲間全員が「ロ

…遅ればせながら秋葉会員ご入会おめでとうござ

ータリークラブに入ってよかった」と思って頂ける

います。これからも同業として職業奉仕頑張

ようなクラブを作りましょう。この良い機会が例会

ってまいりましょう

の食事の時やまた、ファイヤーサイドミーティング

本日計
9,000 円
累 計 563,003 円

などの時間を作っての仲間交流ではないかと思いま
す。
ロータリーで仲間つくりをすること。楽しむ事。そ
して奉仕をする事。人生は人との出会いであり出会
いの連続です。

出席報告

ロータリーは一人ひとり奉仕をする職業奉仕であ
る。
このような職業奉仕について、クラブの職業委員長さ
ん自らクラブ内で話してみて頂けたら嬉しく思いま
す。人前で話すのは決して易しいものではありません

例会日

会員数

出席

出席率に用
いる数

％

3 月 16 日

36

22

31

70.97

☆ 欠席をしたらメークアップをしましょう ★

が、是非クラブ会員の皆様にお願いをしたいと思いま
す。どうぞ宜しくお願いを致します。

平成 29 年 3 月 13 日（月）
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成田空港南 RC･茂原中央 RC･大網 RC 合同親睦ｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟ

