
Vol.52 第2456回例会　　　      　No.20　    令和5年1月17日

■会長の時間 会長　徳久　京子

今
週
の
情
報 近隣クラブ例会情報等

次会のプログラム

本日のプログラム クラブフォーラム

休会

　みなさまこんにちは。今月は職業奉仕月間です。ロータリーにおけ
る職業奉仕というのは大変難しく、恥ずかしながら私もいまだにすっ
きりと理解しているわけではありませんが、今日は、ロータリーの目的
やロータリー章典といったロータリーの基本的文献において職業奉仕
はどのように記載されているかについてお話ししたいと思います。
　まず、ロータリーには四つの目的があります。１、知り合いを広め
ることによって奉仕の機会とすること。２、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。３、
ロータリアン一人一人が、個人として、また事業および社会生活に 
おいて、日々、奉仕の理念を実践すること。４、奉仕の理念で結
ばれた職業人が、世界的ネットワークを通じて、国際理解、親善、
平和を推進すること、の四つです。
　そしてロータリー章典では、職業奉仕の基本原則という項目にお
いて、まず最初にロータリーの目的第２項の実践が奨励されていま
す。また、具体的行動規範として「取引のすべてにおいて公正に
努め、相手とその職業に対して尊重の念をもって接すること」とさ
れております。これは会員は、ロータリーとしての奉仕活動以前に、
各自の職業倫理を高めることが求められているということです。こ
のように職業奉仕は、ロータリーの目的と直結していることから、職
業奉仕はロータリーの奉仕活動の根幹である、とも言われています。
　ロータリー章典には、クラブや地区が職業奉仕を支援する時に
は、四つのテストがロータリーの価値観において重要であることを強
調せよ、とも書かれています。なぜここで四つのテスト？と思われる
方もいらっしゃるかもしれませんが、四つのテストは単なる倫理規程
ではなく、職業実践から生まれたものなのです。
　四つのテストは、シカゴのロータリアンで後にＲＩ会長も務めたハー
バートＪ．テーラー氏が１９３０年代、大恐慌の時代に倒産の危機
にあった会社の再建を託された際に、社員の倫理的行動規範とし
て考え出したものです。社員一人一人が四つのテストに照らして業
務遂行した結果、会社は２０年かけて負債を返済し再建を果たし
たそうです。
　これだけだと、美談で終わってしまう話ですが、簡単な話ではあ
りませんでした。テーラー氏が四つのテストを考え出したとき、まず
は一人で実践してみました。しかし、最初は、四つのテストに合致
しないことばかりで、大変みじめな気持ちになったとテーラー氏は
言っています。しかしそれでも彼は諦めず、一人で６０日間実践し
て四つのテストが会社経営にも有効であると実感し、四人の部長
に相談し彼らの賛成を得てから会社の行動指針としたのだそうで
す。このとき部長さんたちは四つのテストに賛成しましたが、「もし私
がこのテストを厳密に実行したら、私は飢え死にするでしょう。ビジ
ネスに関して言えば、四つのテストは絶対に実行不可能です」と言っ
た人がいたそうです。その人の職業は何だとおもいますか。弁護
士だそうです。
　どんな仕事もそうですが、弁護士もきれい事ばかりではすまない

のも事実でしょう。私も、四つのテストは大好きですが、実践してる
のかと言われれば頭を抱えたくなるようなことがたくさんあります。し
かし、テーラー氏自身も最初はみじめな気持ちになったということを
知り、端から諦めるのではなく一つでも実践していくことが大事であ
るということを心に留めて職業奉仕を実践していきたいと思います。

 
◆今後の予定
・例会場について、基本的には地階（Ｂ１ｏｒＢ２）で行いますが、そ
れ以外の場合には事前にご連絡いたします。

・２４日にクラブフォーラム、３１日は休会です。
・炉辺会開催月ですが、１月２４日のクラブフォーラム以降、２月末ま
での開催となります。

・２０２３年２月１８日（土）９：３０～１１：００南大野幼稚園で幼児サッ
カー教室を開催する予定でしたが、感染状況を踏まえ延期といた
しました。

　１月１５日（日）藤沢ガバナー事務所に於いて、次年度奨学生面
接試験が行われました。
　午前９時スタートで、４グループ４１人の面接が、佐藤ガバナー、
相澤米山記念誌奨学会副理事長、米山奨学委員会委員長、副
委員長の４名の面接官で行われました。最終１７時３０分本当に長
丁場でした。
　後、集計、合格者、クラブ支援を含め２４名を決定し、各世話
クラブを決める作業は大変なものでした。
　初めての参加でしたので、どのように奨学生が選ばれるのか、
米山奨学委員会の仕事がどのようなものかを知る良い機会となりま
した。
　当クラブの査　雯婷さんも、この難関を通り選ばれた奨学生で
す。拍手を送りたいと思います。

【対象者】
相模原女子大学高等部　第１学年　全生徒
【日時】
令和５年２月１３日（月曜日）　午後１：００～１：４５
【実施の趣旨】
学校側の主な狙いは「職業を知る」です。ロータリアンが出前授業
を行うメリットを最大限活かし、知らない職業を知り将来のきっかけ
になる機会を提供する。それと同時に職業紹介に限定せず、ロー
タリアンの人生や人格に触れ得る具体的な話や生徒たちに将来の
ために知って欲しい事や生徒の興味をひく話を盛り込んで頂き、
職業の中身だけではない何かが記憶に残れば幸いというのが趣旨
となります。

■幹事報告 幹事　藤原　新一

（裏面につづく）

サ ブンティ

■地区米山奨学委員会報告 黒河内　彰子

■２０２３年相模原女子大学高等部出前授業実施要領
職業奉仕委員会　雫田　直輝



■外部卓話 田中　賢三 様（PG 茅ヶ崎RC）
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■本日のスマイル  15,000円
■累　　　　 計  596,000円
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出　席 欠　席出　席（％）合　計メイクアップ
前々回

第 2456 回  1月 17日

第 2454 回 1 2月 20日

□出席報告：出席委員会　  1月17日
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　１2月20日（修正）完全欠席 ＝ 青木、澁谷（直）、鈴木（晴）、鈴木（雅）、竹村、中島、中山（智）、松井、松山、溝渕、宮崎、吉田、若林

会報委員長  栗林　　担当委員  森泉　足立　米田　松井　鈴木（晴）　須坂　吉田　小川　柏原　若林　中村（文）　鈴木（昌）　大谷　江尻　中山（義）

中村　辰雄 君
★田中パストガバナー、本日は鎌倉から卓話に来て戴きありが
とうございます。また過日、茅ヶ崎ＲＣ３０００回記念例会、
盛会おめでとうごさいました。本日よろしくお願い致します。
足立　旬一 君
★田中パストガバナー様、卓話を楽しみにしております。
　三枝様、入会式おめでとうごさいます。心より歓迎致します。
長瀬　徹 君、小野田　勝宏 君、黒河内　彰子 君、杉﨑　信一 君
★田中ＰＧ、ようこそ南ロータリーにお越し下さいました。卓
話楽しみにしております。宜しくお願いいたします。
松井　克之 君
★妻の誕生祝いありがとうございます。
奥橋　園子 君
★田中パストガバナー、本日は楽しみにしています。又、本日
私のお誕生日です。干支はバンビです。

【実施例】
●職種紹介…２０分程度
　その職業に就くためにどのような道筋を通るのか、どのような資
格が必要なのか、どのような適性が必要か、現場で必要とされ
る事は何か、やりがいや人生における位置づけなどのお話等
●その他…２０分程度
生徒達に将来のために知ってほしいこと、職業を通じた社会奉
仕、講師が現在及び過去に取り組んでいること等、生徒に広く
将来を考えるきっかけになるお話等
●質疑応答…５～１０分程度
女子高生（１５～１６歳）を対象としているため、出来るだけ平
易な内容でよろしくお願い致します。

【その他】
配布資料は必須ではありません。ご不明点等御座いましたら雫田
までお問い合わせください。

【次第】
１. 自己紹介 人生積極　万事入魂　倫理を重んじよ　油絵
  本部会長の椅子　シカゴ　ポールハリスの家　バーモント　アトランタ
２. Ｅｎｊｏｙ Ｒｏｔａｒｙ
３. ロータリーはポールハリスの幼年期から３６歳までの体験により生まれた
４. ポールハリスの自伝　Ｒｏｄｅ ｔｏ Ｒｏｔａｒｙ　抜粋の朗読　１５分
５. 最近のロータリー　奉仕活動で理解する
６. まとめ　ロータリーを学ぶ　ロータリーに学ぶ
【ロータリーの歴史で尊敬する人】
ポール・ハリス　アーチ・クランフ　米山梅吉
共通点　幼少期の育ち方　成人してからの思想　世のため人のため
【ロータリーは突き詰めれば】
「奉仕と友情と学び　そしてこの輪（運動）を広げること」
いわゆる中核的価値観「奉仕・親睦・多様性・高潔性・リーダーシップ」

【ロータリーはポールハリスの思想から生まれた】
社交・奉仕・倫理を重んじた世界感を持った世界初であり且つ最高
の異業種交流会
【運は「はこび」と読む】
例会　地区行事　セミナー　ＩＭ　地区大会　ロータリー研究会
国際大会　日韓　日台親善会議等　参加すればするほど役に立つ
【役に立つロータリー　自分の人生ステージによって段階的に】
 １. 社会の役に立つ
 ２. 自分や家族の役に立つ
 ３. 良き先輩を得る
 ４. 事業や職場に役に立つ
 ５. 視野を広げる
 ６. 人生を豊かにする
 ７. 人生を楽しくする

Ｏｎｅ Ｐｒｏｆｉｔｓ Ｍｏｓｔ Ｗｈｏ Ｓｅｒｖｅｓ Ｂｅｓｔ
役が人を創る　役が正義である場合は断らない
ロータリーは世界初にして最大の異業種交流会

■本日のスマイルBOX
田中　賢三 パストガバナー
★三枝様、御入会大変おめでとうございます。
　Ｅｎｊｏｙ Ｒｏｔａｒｙ でよろしくお願いします。
　本日は卓話をさせて頂きます。つたない話ですがよろしくお
願いします。
徳久　京子 君、藤原　新一 君
★田中パストガバナーようこそお越しくださいました。卓話楽
しみにしております。
　三枝様、ご入会おめでとうございます。これからもよろしく
お願いいたします。
黒河内　三郎 君
★田中パストガバナー、本日はお越し頂きまして有難うござい
ます。卓話を楽しみに参りました。
大谷　新一郎 君
★大変お忙しい所、快く卓話をお引き受け頂きまして、誠にあ
りがとうございます。本日はユーモアあふれる田中節を楽し
みにしております。

■本日のビジター
田中　賢三 パストガバナー（茅ヶ崎ロータリークラブ）、 査　雯婷 様（米山奨学生）

サ ブンティ

ロータリー大河の系図　地区研修委員会
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