
月誕生・結婚記念祝い 

 

 

 

 点    鐘   会  長  市原豊彦 

 ソ  ン  グ   「君が代」 

          「奉仕の理想」 

 唱    和   「四つのテスト」 

 会 長 挨 拶    会  長  市原豊彦 

 幹 事 報 告   幹事代理  安藤卓造 

 プログラム 

  お客様ご紹介 

   東金ロータリークラブ  小林信雄様 

  第一例会につき 結婚・誕生祝い 

  卓話 

  委員会報告 

 

 

 

「誕生祝」 冨 一美会員  押尾正康会員 

      金髙盛二会員  青柳 誠会員 

      鈴木匡哉会員  安藤卓造会員 

      高田一行会員  鈴木恭一会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「結婚記念祝」 鈴木（恭）会員  齋藤逸朗会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「奥様誕生祝」 内田裕雄夫人 光子様 

        行木英夫夫人 和子様 

        渡邊孝文夫人 知子様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例会報告（令和２年２月６日） 

令和 2年 5月 14日発行 NO.2281 第 2434例会  会長 市原 豊彦   幹事 上原 広嗣   会報委員長 安藤 卓造 

市原会長/内田会員/行木会員/渡邊会員 

齋藤会員/市原会長/鈴木（恭）会員 

安藤会員/冨会員/高田会員/金髙会員/鈴木（恭）会員 

市原会長/鈴木（匡）会員 



会長挨拶・会務報告 

卓話 

理事会報告 

幹事報告 

「乾杯のご発声」 

第52代会長 

前川成吉会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さんこんにちは。そして、東金 RC小林信雄様、よ

うこそおいで下さいました。今月は平和と紛争予防

月間及び紛争解決月間です。しかし、世界のあちら

こちらで紛争がまだまだ絶えません。ロータリーは

平和の推進として、奉仕プロジェクト、平和フェロ

ーシップ、奨学金など様々な形で紛争の根底にある

諸問題の解決に取り組み、平和な世界づくりを目指

すことを目指しておりますが、この月間において、

私たちももう一度考え方を見つめ直してみると良い

のかもしれません。今月も、どうぞよろしくお願い

致します。 

1 月 31 日に行われました会長幹事についてですが、

各クラブさんとも義援金の使い道に四苦八苦してい

るようです。当クラブは、本日 18時より使い道につ

いての会議を行いますので、ご出席をよろしくお願

い致します。 

2 月 9 日に地区大会がアパホテル＆リゾート東京ベ

イ幕張で行われます。バスで行く方は、8 時に事務

所を出発しますので乗り遅れのないようにお願い致

します。 

3 月 17 日の IM については、後ほど FAX にてお知ら

せをさせて頂きますのでよろしくお願い致します。 

 

 

 

第 8回定例理事会 

日時：令和 2年 2月 6日（木） 午前 11：00～ 

場所：成田空港南ＲＣ事務所 

議題 

第 1号議案．１月度会計承認の件 

       承認されました 

第 2号議案．花澤昇一会員退会承認の件 

       承認されました 

第 3号議案．宮口隆夫会員休会承認の件 

       再度宮口会員と話し合い→理事会へ 

第 4号議案．米山新規奨学生世話クラブ＆カウンセ

ラー引き受けの件 

       引き受ける 

第 5号議案．その他 

      ・赤い羽根共同募金→寄付しない 

      ・親睦旅行について→1泊で近隣へ 

 

 

 

○例会のお知らせ 

・茂原中央ＲＣ 

・東金ＲＣ 

・大網ＲＣ 

○会報受領クラブ 

・茂原中央ＲＣ 

○ガバナー事務所より 

・訃報のお知らせ 

 1994-95年度 第 2790地区ガバナー大矢惣一郎様 

○その他 

・今月のロータリーレート 1ドル＝110円 

・平和構築と紛争予防月間リソースのご案内 

 

 

 

『職業奉仕を考える』  冨 一美会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日のテーマは、「職業奉仕を考える」とさせてい

ただきました。如何にもオーソドックスなテーマで

すが、タイミングとしては、今のタイミングでお話

しするのが一番良いと考えたからです。 



ロータリーも１９０５年の設立から１１５号年に亘

り発展をしてまいりました。 

当然、変わりゆく時代の中で、ロータリーの考え

も、変わるべきところは変わり、残すべきところは

残るという、自然の流れがあったように思います。 

特に、職業奉仕にあってはですね、捉え方がずいぶ

ん変わってきたように思います。 

これは、私だけではなくて、日本の古参のロータリ

アンの皆さんの多くの方が、そのような考えをお持

ちではないでしょうか？ 

具体的には、職業分類の原則からすると、一業種一

人制から一業種５人まで OKとなりました。 

また、家庭の主婦も OKとなりました。 

昔のロータリーにステータス性を感じて入会したロ

ータリー。 

家庭の主婦まで入会が Okとなったロータリー。 

多様性という名のもとに、ルールが緩和されてきた

ロータリー。 

実業人である社長さんからみれば、当然違和感が出

てくるという事は否めないところではないでしょう

か？ 

ロータリアン１００人いれば１００人の考えがある

のは決しておかしいことではないと先輩ロータリア

ンは言います。 

ですから、ロータリーの中核的価値観の中にある、

多様性を重んずるロータリーに在っては、当然否定

するものではありません。 

さて、先輩ロータリアンを差し置いて大変恐縮でご

ざいますが、ロータリー歴２４年の私が、皆さんに

言えることは、「もし、あなたがロータリーを遣っ

てて迷ったら、是非、原点に戻って考えてみて下さ

い。」という事です。 

それじゃ、「原点とは何を言ってるの」という事に

成りますが、言葉を変えて申し上げますと、ロータ

リーの基本理念に立ち返ってみるという事です。 

そこで、ロータリーの基本理念といますと四つござ

います。 

１．「ロータリーの綱領」改め、ロータリーの目的 

２．四つのテスト 

３．五大奉仕 

４．ロータリアンの行動規範 

すべて、それぞれがロータリアンにとって大切なん

ですけれども、特に私が重要視して欲しいのが、

「ロータリーの綱領」改め、ロータリーの目的で

す。 

なぜ、重要視と言ってますのは、ロータリーの目的

が全てのおおもとだと思うからです。 

２番、３番、４番の四つのテストと五大奉仕とロー

タリアンの行動規範は、すべて最初の１番のロータ

リーの目的に基づくものだからです。 

ここに書いてある通り、「ロータリーの目的は、意

義ある事業の基礎として奉仕の理念を奨励し、これ

を育むことにある。」と宣言しております。 

ここでいう「意義ある事業」というのは色々な捉え

方があることは承知しておりますが、素直にこの行

を翻訳しますと、「ロータリーの目的は、有益な企

業活動の基本として、奉仕理念を奨励し育成するこ

とである」となります。 

つまり、ここから明らかになることは、ロータリー

の二つのモットーからなる奉仕の理念の上に立っ

て、相手に対する思いやりの心を持って事業を行う

ようにする事にあるとするもので、要約すれば、ロ

ータリーの目的は職業奉仕を強調し、これを推進に

あるというふうに捉えることが出来ると思います。 

じつはここが皆さんに今日お話ししたかった重要な

ポイントになります。 

続いて、ロータリーの綱領」すなわち「ロータリー

の目的」がどのように変遷して現在に至ったのかと

いうことを、皆さんと一緒に検証してみたいと思い

ます。 

◆◆◆途中略◆◆◆ 

「ロータリーの綱領」改めロータリーの目的の、数

回にわたる歴史的変遷をご説明させていただきまし

たけれども、ロータリーの目的は、ロータリー運動

の中核となる職業奉仕を強調するために、毎回のよ

うに年次大会で修正が加えられまして、最終的にこ

の文章に落ちついたようです。 

最後になりますが、◎ロータリーの友１月号右から

開いて１７ページの友愛の広場の投稿の中で、「職

業奉仕による分断は避けよう」という投稿がありま

した。 

１．職業奉仕はロータリーの「根幹・金看板」であ

りロータリアン個々人が自己の職業奉仕の高潔性を

高めていくことこそがロータリーの活動の本質だと

主張する方に対し、 

２．近頃は、職業奉仕も他の奉仕部門と同列であ

り、自己の職業のスキルをもってする奉仕活動を職

業奉仕だと主張する方がおります。そして、後者の

考え方が、ＲＩないし世界のロータリーの主流の見

方になってきているという声もあります。 



各委員会報告 

これについて皆さんはどうお考えになりますか？ 

ロータリーの基本理念のおおもとなっております

「ロータリーの目的」に照らし合わせて考えた場

合、職業奉仕に大きな価値観を感じている私たちに

とって、奉仕の理念で結ばれた職業人が行う奉仕で

すから、定義はどうなんだという括りを外して、ど

ちらも職業奉仕の域であるという事は間違いないん

ではないでしょうか？ 

結びとして、職業奉仕として考えた場合、ロータリ

ーの奉仕の理念で結ばれた友人を通じて、職業倫理

を学ばせていただき、職業奉仕は利他の経営、すな

わち商売の極意を学ばせていただいているんだと思

えば、迷うことなく、一つの信念として、ロータリ

ー活動を続けて行けるんではないでしょうか？ 

以上をもちまして、本日の卓話を終わらせて頂きま

す。ご清聴ありがとうございました。 

 

 

 

◇倉石昌治会員より  

・大網 RCの四之宮さんから、是非皆さんに伝えて下

さいとのことで、今月号のロータリーの友 64 ペー

ジに、四之宮さんが寄稿された文章が掲載されてい

ます。お目通しを頂けたらと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

冨 一美君・鈴木恭一君・高田一行君・渡邊孝文君 

安藤卓造君・鈴木匡哉君・金髙盛二君 

 …誕生日祝いありがとうございます。 

齋藤逸朗君・鈴木恭一君 

 …会員結婚記念日祝いありがとうございます。 

内田裕雄君・行木英夫君・渡邊孝文君 

 …奥様誕生日祝いありがとうございます。 

土屋俊夫君・小林定雄君・前川成吉君・市原豊彦君 

倉石昌治君・石井敬二君 

 …小林さん、ようこそいらっしゃいました。 

  冨さん、卓話ありがとうございます。 

渡邊孝文君…掛川の仕事が終わりました。 

 

本日計   43,000円 

累 計  575,004円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニコニコボックス 

☆ 欠席をしたらメークアップをしましょう ★ 

出席報告 

例会日 会員数 出席 
出席率に

用いる数 
％ 

2月 6日 30 25 28 89.29 

 

2019-20年度 地区大会 2月 9日 場所：アパホテル＆リゾート東京ベイ幕張 


