
第 1941 回例会 

1 月 23 日 №26 

 

●友好クラブ 

 韓国・龍仁ロータリークラブ 

  国際ロータリー第 3600 地区 

 台湾・台中文心ロータリークラブ 

  国際ロータリー第 3461 地区 

●姉妹クラブ 

 千曲川ロータリークラブ 

  国際ロータリー第 2600 地区 

●提唱インターアクトクラブ 

 光明学園相模原高等学校 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
         
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     地区職業奉仕委員 

      職業奉仕は難しい内容で、答えがあるようで 

     無いような・・困惑することもあります。本日

は、地区職業奉仕委員会の瀧澤委員長が作成さ

れた資料で説明させて頂きます。また卓話終了

後にアンケートにもご協力お願い致します。 

     ○あなたならどうしますか？ 

      質問。仕事を頑張り、成功して儲かったので、

奉仕活動に役立てて欲しいと思い、ロータリー

財団に高額寄付をし、地区から表彰されました。

これも１つの「職業奉仕」である 。○か×か？ 

・・・答えは×です。 

     仕事で儲けたお金を寄付することも、奉仕です 

が、それは「ただの奉仕」。それだけなら世間 
 

 

   

    
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

櫻内 康裕 

に数ある慈善団体と何も変わりません。赤い羽 

根募金箱に 100万円を入れても「職業奉仕」と 

は言いません。ロータリーは更に一歩上を行き 

ます。寄付や奉仕活動を通して学んだ奉仕の理 

念を自分の職場にフィードバックし、自分のた 

め、会社のためだけでなく、真実・公平・世の 

ため、人のため、自己犠牲も厭わない。 

端的に言えば「四つのテスト」を社是社訓と 

して、自分を律し、日々の仕事に邁進する。そ 

こまでやることが「職業奉仕」なのです。 

「自己犠牲なんて無理」、「理想論だよ」と思い 

ますね。そうなのです。ロータリーはかなり高 

度な理想を求めているのです。 

 

会 長 冣住 悦子  幹 事 横溝 志華 

 



 
 
     だからこそ、ロータリアンは世界で尊敬され、

難しいからこそ、生涯をかける価値があるのです。 

    ○「職業」と「奉仕」 

     そもそも「職業」は自分のための金儲け、「奉 

仕」は世のため、人のため。全く正反対で矛盾す 

るものが合体しているので、「職業奉仕」はイメ 

ージしにくいのです。そんな「職業」と「奉仕」 

は、どうやったら折り合いがつくのでしょうか？ 

     それは「奉仕」の心で、「職業」をコントロー

ルすればいいのです。自分の利益を優先し、一人

勝ちで商売を成功させるのではなく、聖職者のよ

うな気持ちで世のため、人のため、真実・公平を

考え、時には自己犠牲を払っても誠実に職務に励

む。その結果として信用・信頼と尊敬を集め、長

期的に見れば商売は大成功を収めるでしょう。そ

んな自己コントロールさえできれば、「職業」と

「奉仕」は同じ方向を指し、矛盾しないのです。 

     仕事で難しい選択を迫られた時、他者より自己

の利益を優先することは自然です。でも、それは

「ただのビジネスマン」の行動に過ぎません。「ロ

ータリアンたる職業人」は、「奉仕の心」で仕事

をするのです。      

○具体的にどうすればいいのでしょうか？ 

     ロータリーには、とても判り易い行動指針があ 

    り、端的に言えば「四つのテスト」を日々の職業 

の道しるべ（社是社訓）とし、それに従って仕事

をすれば良いのです。 

①「真実かどうか」：虚偽、誇大広告、データ偽 

装、品質表示偽装などは絶対にしない。真実の 

情報開示。欠陥の積極的公表。 

②「みんなに公平か」③「好意と友情を深めるか」 

④「みんなのためになるかどうか」 

 人を泣かせて一人勝ちではなく、共存共栄を目 

指す。ノウハウの公開、利益の適正分配、下請け

あっての元請け、相手の多少のミスは寛容する。

賄賂・接待で特別扱いはしない。 

このような行動は自己犠牲も伴うでしょうが、 

これこそがロータリアンとしてあるべき姿。その 

ような職業遂行の姿勢が「職業奉仕」なのです。 

○内向きと外向き 

     以上は、ロータリアン一人一人の行動規範であ

り、いわば「内向きの職業奉仕」。それとは別に、 

 

 

 

「外向きの職業奉仕」もあります。 

2016規程審議会で改正があり、標準クラブ定款 

6条（職業奉仕）に次の一文が追加されました。 

「会員の役割には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 

プロジェクトに応えることが含まれる」（一部略） 

  例えば、会員の歯科医師がカンボジアの山村で 

子供たちの歯科検診と歯磨き指導をする。大災害 

の被災地で会員の水道業者が復旧工事のボランテ 

ィアをし、それらをクラブの皆でサポートする。 

 まさに会員の職業上の手腕を活用したクラブの 

対外的奉仕プロジェクトであり、職業で社会に奉 

仕する「外向き職業奉仕」なのです。 

○「職業を語ろう！」プロジェクト 

 さらに、もう一つの「外向き職業奉仕」として 

お勧めするのが、「職業を語ろう！」プロジェク 

トです。将来、必ず職業選択の時が来る若い世代 

に、職業の内容、意義、楽しさ、苦労など伝える 

ことも私たち職業人の責務です。 

次世代が将来を考える一助になれば、それもま 

た職業で社会や青少年に奉仕することなのです。 

○まとめ 「奉仕に学び、職業で奉仕する」 

①「内向き」職業奉仕 

ロータリアン一人一人がロータリー活動で「奉 

仕の理念」（四つのテスト）を学び、それを職業に 

フィードバックし、それに従い自分を律し、職業 

で世の中に奉仕しましょう！ 

②「外向き」職業奉仕 

(1) クラブの対外的奉仕活動の中で会員の職業上 

の手腕を役立てましょう！ 

(2) 次世代に職業を語り伝えて行きましょう！ 

「職業奉仕」とは「奉仕に学び、職業で奉仕する」 

ロータリーにしかない、ロータリー独自の素晴ら 

しい根幹理念です。 

 

 

昨日は久々の大雪で大変でした。朝のうちに納 

品が厳しそうな取引先に連絡したり、降り始めた 

ら塩化ｶﾙｼｳﾑを撒いたり、電車の遅延情報を確認し 

たり、ツイッターでは横浜線は散々に言われてま 

したが・・。３時前に横浜線が一部運休し始めて 

電車通勤の人を帰し、各所に連絡してしまうと↗ 
 



 

 

妙に静かになりました。 
昨日は私も車を置いて帰 
り、今日は野ざらしの駐 
車場にある車が 30cm 位 
雪に埋もれ、歩いて来よ 
うかと思いましたが、何 
とか 3 人がかりで発掘し 
ました。 

先週 16 日に会長幹事会があり、清水次年度Ａ 
Ｇもボトンド君を連れて出席し盛況でした。先週 
に引き続きなので、省略して報告致します。 

光明学園インターアクトの生徒も参加した台

湾海外研修は、あちらで 300 人パーティーも開か

れ、盛り上がったようです。光明学園の参加費は

クラブでも負担していますので、ぜひ感想なども

聞いてみたいと思います。 
次年度青少年交換は、第 5 グループからドイツ

に留学が決まり、ドイツからの受入となるようで

す。またホストファミリーの課題もあると思いま

すので、もし可能性がありましたらご検討下さい。

ボトンド君は、21 日の土曜日にグリーン RC の餅

つき例会に参加し、金沢ＡＧの話ではお餅を気に

入って、たくさん食べていたそうです。米山奨学

生も新規 16 名、継続 13 名が決定し、次年度も引

き続き、張さんをお迎えできるのは嬉しいです。 
2 月 23 日のロータリーデイですが、ライズリー 

RI 会長の肝いりで、植樹など環境に関する事業を 
推奨しているそうです。当クラブでは特に無いで 
すが、津久井中央 RC がちょうど補助金事業で、

小学校や公園に桜の植樹をやるそうです。 
最後に毎年、グループで分担して行っている桜

祭りでのエンドポリオキャンペーンですが、今年

は地区協議会と重なるため中止となりました。 
 

     
○ロータリーの友 1 月号紹介    阿部 毅 

     今月は職業奉仕月間にあた 
り、横書 P8～「職業奉仕に 
ついて考える」ということで 
当地区の松宮 PG の格式高い 
お話が掲載されています。職 
業奉仕の概念が難しいですが、 
 

 
 

これを捉えていかないとロータリーの良さも判ら 
ないかと思います。いくつか抜粋して紹介します 
が、良く読んでみて下さい。また P30～「米山奨 
学事業 50 年の歩み」が紹介されています。 
 縦書 P4～「企業人のための危機管理」は大変役 
立つ内容かと思います。P19「男性ホルモンの話」 
なども興味深い内容かと思います。（概要にて掲載） 
 
 
 
●冣住会長、横溝幹事 

①本日お祝の皆様、おめでとうございます。 

②櫻内会員、卓話宜しくお願い致します。 

③皆様、昨日と今日の雪掻き、お疲れ様です。 

●田所 毅会員 

妻の誕生日祝をありがとうございます。お互いに健 

康に注意する年齢になりました。 

●櫻内 康裕会員 

  本日は、職業奉仕委員会より卓話者として参りまし 

た。つたない話ですが、宜しくお願いします。 

●藤本 恵介会員、池之上 和哉会員 

①今月のご夫人・ご主人誕生日祝の皆様、おめでとう 

ございます。 

②櫻内さん、卓話楽しみです。宜しくお願い致します。 

●早川 正彦会員、瀬戸 裕昭会員、豊岡 淳会員 

①本日、ゲスト卓話でお越し？の櫻内委員様、宜しく 

  お願い致します。 

②ご夫人・ご主人誕生日祝を受けられる皆様、おめ 

でとうございます。 

●江成 利夫会員 

①ご夫人・ご主人誕生日祝の皆さん、おめでとうござ 

います。 

②本日、卓話の櫻内地区職業奉仕委員、よろしく 

  お願いします。 

●伊倉 正光会員 

①櫻内会員、「職業奉仕月間」の卓話、宜しくお願い 

  します。 

②ご夫人・ご主人誕生日祝の会員皆様、おめでとう 

ございます。 

●阿部 毅会員 

①本日の卓話、櫻内会員よろしくお願いします。 

②今月、誕生日祝の皆様、おめでとうございます。 

 



 
 

 

報告事項 

    １．第２７８０地区ガバナー事務所より 

①青少年交換学生のための懇親会／オリエンテ 

ーション開催の件 

     来日学生には、スピーチのテーマをお伝え下さ

い。また、貴クラブからの出席者の確認をお願

い致します。 

日時：2月 3日（土）13:00～懇親会（学生のみ）  

14:30～16:30オリエンテーション   

場所：第一相澤ビル スピーチテーマ「日本の 

学校生活で驚いたこと、母国の学校との違い」 

②青少年交換 京都研修旅行代金振込のお願い 

     3月に京都への研修旅行を実施致します。参加 

費は自己負担となります。（来日前に学生には 

連絡済み）期日までに、指定の口座に振込をお 

願い致します。 

     日程：3月 15日（木）～17日（土）2泊 3日  

費用：7万円 振込期限：2月末日 

③「地区便覧」作成のためのアンケートの件 

次年度の地区便覧を作成したく、地区内の様々

なデーターを盛り込む予定です。アンケートの

内容確認と次年度会長・幹事の顔写真の提供を

お願い致します。提出締切日：2月 28日 

④次年度ＲＩテーマのお知らせ 

「インスピレーションになろう 

  ＢＥ ＴＨＥ ＩＮＳＰＩＲＡＴＩＯＮ」 

      

出席報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

●事務局 〒252-0239 相模原市中央区中央 3-12-3 

               相模原商工会館３Ｆ 

       TEL 042-758-5750  FAX 042-758-1605 

 ●例会場 相模原市民会館「あじさいの間」 

   〒252-0239 相模原市中央区中央 3-13-15 

       TEL 042-752-4710 FAX 042-753-2000 

●Ｅ-mail:rotary@tbg.t-com.ne.jp  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・甲斐 美利ご夫人 1 月 6 日 

・田所  毅ご夫人 1 月 10 日 

・小野  孝ご夫人 1 月 18 日 

・横溝 志華ご主人 1 月 26 日 

 

例会プログラム 

１月３０日卓話 高本 昌敏会員 

２月 ６日卓話「私のロータリー感」 

      担当；丸子 勝基会員 

      定例理事役員会 

   １３日卓話 大塚 正浩会員 

 

例会記録 

 点 鐘  １２時３０分 

 場 所  相模原市民会館「あじさいの間」 

 司 会  黛 裕治ＳＡＡ 

 斉 唱  ロータリーソング「我らの生業」 

 ソングリーダー 藤本 恵介会員 

 ゲスト  櫻内 康裕委員 

（地区職業奉仕委員会） 

 

 

 

●例会日 毎週火曜日 １２：３０～１３：３０ 

●編 集 親睦活動委員会 

 委員長：豊岡 淳 副委員長：藤本 恵介 

 委員：老沼 秀夫、田所  毅、佐々木敏尚 

    諸隈  武、高本 昌敏、横江 利夫 

    山之内 洋、鎌田 英洋、三留 正浩 

●http://sagamihara-naka.sakura.ne.jp 

会 員 出席（出席対象 27名） 事前メイク者 
３７名 １７名 ３名 
欠席者 本日の出席率 修正出席率(1/9) 
８名 ７１．４２％ ８７．１０％ 


