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皆さんこんにちは。本日は地区職業奉仕委員の出井

清様、ようこそおいで下さいました。出井様には後

程卓話をお願い致します。先日、23日、草津白根

山で噴火が起こり、1人死亡、11人が負傷するとい

う事故がありました。2014年は御嶽山の噴火によ

り登山客 58名が死亡するという大きな噴火事故が 

 

ありました。どちらも水蒸気噴火だそうです。私も 

山歩きが好きなのでたまに行きますが、周りを見渡

すとたしかにこんなところで噴火が起きたら逃げ場

もなくひとたまりも無いなと思います。家族も山へ

行くと言うと、危ないから行かないでとか言われま

すが、私の場合運動のためですのでそういう危険な

山にはめったに行きません。主に房州の山です。房

州の低名山（ていめいざん）と言って、高さ 60メ

ートルの山から最高峰 408メートルという低い山が

たくさんあります。ですから噴火事故などはありま

せんが、山へ行くたび思いますが、イノシシが山道

の横などだいぶ荒らした跡が見える事で、これは危

険だし、怖いなといつも思っています。（ミミズ、

昆虫を食べるため掘り返す。） 

つい先日の新聞で見ましたが、千葉県ではイノシシ

などの有害獣や外来生物である「キョン」などによ

り、2016年度は農作物の被害額は 2億 6000万に上

るということだそうです。2001年度に約 100頭だ

ったキョンの生息数が 15年度には約 5万頭近くと

激増しているそうです。このために任期付き県職員

を募集して罠猟などで捕獲するそうです。 

高い山も危険、低い山でも注意が必要。最近は高齢

者によるトレッキングが増え事故も多発しています

ので、出かける時は万全の準備をして気をつけなが

ら楽しみましょう。 

 

 

      

 

①例会のお知らせ 

・茂原ＲＣ ・茂原中央ＲＣ 

・東金ＲＣ ・茂原東ＲＣ 

・佐原ＲＣ ・多古ＲＣ 
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・小見川ＲＣ  

②会報受領クラブ 

・八日市場ＲＣ ・小見川ＲＣ 

③ガバナー事務所より 

・日本人親善朝食会（トロント） 

・国際大会「千葉ナイト inトロント」のご案内 

・18-19年度の地区委員の仮委嘱状 

・地区チーム研修セミナーのご案内 

・スリランカセミナー開催のご案内 

・ﾊｲﾗｲﾄよねやま 214号(2018年 1月 15日発行) 

④お知らせ 

◇会長幹事会の報告 

 ・会員増強退会防止で各クラブ苦戦 

 ・国際奉仕、スリランカ里親･里子事業 

 ・大多喜ＲＣ…ﾁｬﾘﾃｨｰｲﾍﾞﾝﾄ収益 10万円を 

施設に寄付 

 ・18年度米山記念奨学生 23名 

中国 14名、インドネシア 3名、 

ベトナム 2名、タイ･ネパール他各 1名 

 

 

 

 

「職業奉仕と社会奉仕の違いについて」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2790 地区職業奉仕委員会委員 

  出井  清 様 

ロータリアンの皆様こんにちは。本日はよろしくお願

い致します。今月は職業奉仕月間という事でかなりの

依頼が来ております。私は今月 2回卓話をする予定

です。委員は 5人です。奉仕プロジェクト委員会と

しては国際奉仕、社会奉仕、職業奉仕、15人ぐら

いで活動しています。今年度の中村委員長の職業奉

仕委員会としてのスローガンは、職業奉仕というも

のをむずかしく考えないで、皆様にわかりやすい職

業奉仕の活動を伝えてくるようにと言われておりま 

す。 

今回、表題にあります様に「職業奉仕と社会奉仕の

違いについて」と言われまして、それを考えながら

今日伺ったわけですけれども、奉仕には皆さんご存

知の職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕、クラブ奉仕、

青少年奉仕の 5大奉仕があり、これはバラバラでは

なく皆つながっています。例えば、伊藤さんがイラ

ンにペルシャじゅうたんを買い付けに行きます。そ

うするとそこでそのメーカーの方とか商社の方に接

触がある。それが職業奉仕から国際奉仕に繋がると

いうわけです。そういうことを考えていただければ

簡単ではないかと思います。 

先程話されました四つのテストが一番わかりやすい

職業奉仕の理念を表わしたものだと思います。 

これは今から 70年ほど前に作られたと聞いており

ます。柔らかくくだけて言いますと 

①真実かどうか 

…嘘偽りがないかどうか 商取引について商品

の品質、納期、契約の条件などに嘘偽りがない

かどうか 

②みんなに公平か 

…全ての取引先に対して公正かどうか 

③行為と友情を深めるか 

…その取引が店の信用を高め、同時により良い

人間関係を築き上げて取引先を増やすかどうか

を問うものである。 

④みんなのためになるかどうか 

…商取引において適正な利潤を追求することは

当然なことであります。決して恥ずべきことで

はありません。但し、売手だけが儲かった、ま

た買手だけが儲かったのでは公正な取引ではあ

りません。その商取引によってすべての取引先

が適正な利潤を得るかどうかを問うものであ

る。 

これは 2680地区の田中ＰＤＧがかみ砕いて言われ

たことであります。これを聞いて一番わかりやすい

のではないかと思うのです。私も 19年位になりま

すが、先輩のロータリアンが言う事には、奉仕の中

では職業奉仕が一番重要だと言われました。 

国際ロータリーの今の動きをみますと、1業種 1名

という形が崩れて 5人までは許される、とか 

これは、反面ロータリアンの減少があるから少し緩

やかな体制に乗っていったというのが本音ではない

かと思うのです。それもそれで一つの方法ではない

かと思うのですが。 

卓話 



テーブルの上にレジメを配らせて頂きました。 

ロータリー職業奉仕の実例 

1.動物病院の経営者のロータリアン実例 

自分の所属しているロータリアンの中で、動物

病院を経営している仲間がいました。そのロー

タリアンは、ある時、近くの保育園の園児が遊

ぶ砂場が気になりました。砂場は犬や猫などが

来て糞をしますので、蟯虫検査の奉仕活動をさ

れたそうです。砂場では非常に不衛生で、園児

が知らないうちに病気に感染してしまいます。

これは、園児が安全に遊べるように園児の健康

管理を目的に行ったそうです。ではこの奉仕活

動は、誰が受益者なのでしょうか？ 

自分以外の保育園児であり、その父兄であり。

また公共ですので役所の担当課です。そうする

とこの奉仕活動は、社会奉仕となりますね。 

ではこの奉仕活動において、自分自身が受益者

になるにはどういう場合でしょうか。それは、

園児の親・又は保育園、又は役所から、ロータ

リアンの仲間に対してどのような感情を持つ

か。自分の職業を通じて子供達の健康管理につ

いての奉仕活動を行った。自分のできる奉仕活

動に対して、皆さんからの尊敬の念を持つのに

間違いないでしょうね。このロータリアンは、

信用と信頼を「砂場の蟯虫検査」の奉仕活動で

得たと思います。社会奉仕を実践する事によっ

て自分自身が得る事ですね。その地域社会か

ら、地域の人々から「尊敬と信用と信頼」を得

る事、受益者はご自身となり、これが職業奉仕

です。 

「最も多く奉仕する者、最も多く報われる」で

すね。 

 

2.ある電気屋さんの例 

町のある家電屋さんは、現在大手の電気メーカ

ー店に押されて企業努力しても価格競争に中々

厳しい中で、日頃地域の皆様に依頼されるには

何が大切かを考えた中で一例を挙げてみると、

なじみのお客さまより冷蔵庫の具合が悪いため

に新規冷蔵庫を依頼された。製品が店に届き、

お客さまへ届ける前日に、お客さまの了解を取

り、前日に電源を入れて御届け目前に冷蔵庫の

中を冷やしておく。当日には中が冷やされてい

る為に、届けて中の食品をすぐ移すことが出来

てお客さまからとても喜ばれる。これも自分の

できるなかでの職業奉仕へと結びつく。この些

細な気配りによってお客さまからの信頼と安心

を得られる 

 

3.九州の過疎市で信頼を得ている AZスーパー 

九州のあるスーパーでは、過疎地域と変わりつ

つある地域の住民の皆さんからとても信頼を得

ている事は、事業として食品販売を主に行われ

ている他のスーパーと違い、お客さまが求める

生活必需品であれば、何でもそろえて販売をし

ている。それは、Aから Zまで揃える 24時間営

業とし、高齢者や地域住民から、あそこに行け

ば何でも揃うという安心感と信頼感を第一にし

ているスーパーである。 

食料品から車まで 

 

4.寒村に運ぶ食料の移動販売 

青森の過疎の町の寒村では車が無いと生きてい

けないような集落が多々あり、細田食品のオー

ナーさんは 70過ぎのご夫婦で毎日冬の雪の中、

朝 5時に起きて 2ｔトラックで食料品を市場に往

復 3時間掛けて仕入れに行き、待っている集落

へと運んでいく。もう 23年を過ぎようとしてい

る。店は若い人たちに預け、高齢者の皆さんは

車も運転できず、一日一往復のバスか又は 3台

足らずしかないタクシー会社のタクシーを使う

しか方法が無い住民の方々に移動販売してい

る。 そこでのふれあいで皆さんとの交流を持

ち、高齢者の健康状況の様子もわかる。住民の

皆さんとのコミュニケーションを図り、信頼関

係を繋ぐ大切な役割も担っている。ご自身の仕

事によって何が出来るかを考えて日々を過ごし

ている。 

 

 ロータリーの職業奉仕とは 

自分の職業に誇りを持つ事、自分の職業に責任を

持つ事がとても大切だと思います。威張ってばか

りでは困ります。誇りには責任を持たないとなりま

せんね。 

でも、誇りや責任ばかりでは事業を営む上では発

展はしませんね。 

でも事業の発展だけを考えるだけで良いのでしょ

うか。 



そこに「事業経営の努力」が必要だという事は言

うまでもありません。 

ロータリーの職業奉仕とは、「職業を営む事（金を

儲ける事）が、世のための人のための奉仕とな

る」といっていますね。この言葉の理解は人それ

ぞれで難しいところです。 

職業奉仕にはいろいろな取り組み方がありますが

基盤は一つです。 

「ロータリアンは、職業を通じて社会へ貢献しな

ければならない」という事です。職業奉仕の基本

をご自身で問いかけて見ましょう。 

 

卓話終了後、質疑応答がありました。 

 

その他資料 月信 1月号 p.1～2 

      ロータリーの友 1月号 p.8～15 

 

 

 

 

 

 

土屋俊夫君・内田裕雄君・小林定雄君・前川成吉君 

古西弘和君・伊藤元雄君・倉石昌治君・高田一行君 

  …出井様 ようこそおいで下さいました。 

卓話をありがとうございます。 

 

本日計     8,000円 

累 計   442,004円 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニコニコボックス 

例会日 

1月 25日 

会員数 出席 

33 

出席率に
用いる数 ％ 

18 

 

30 60.00 

 

☆ 欠席をしたらメークアップをしましょう ★ 

出席報告 


