定款第 3 条に、
「世のため人のために」という考

また同年に採択された「最もよく奉仕する者、

●友好クラブ
えを条文化し、「奉仕の理念」の考えが誕生した

最も多く報いられる（One Profits Most Who

のです。では職業奉仕がどのように育ち、成長し

Serve Best）」は、ｱｰｻｰ・ﾌﾚﾃﾞﾘｯｸ・ｼｪﾙﾄﾞﾝの「経

たのか、「ロータリーの樹」に例え、歴史的背景

営とは人間的な奉仕の科学である。その仲間に最

を説明させて頂きます。

も奉仕する者が最も多く報いられる」という講演

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
の 1 節から取られ、職業奉仕の理念を表す標語と

●姉妹クラブ
なり、実践的な倫理原則に基づくものであると、

第 198
1988 回例会
千曲川ロータリークラブ

1923 年に声明が発表されました。

国際ロータリー第 2600 地区
ロータリー定款第 5 条に、
「意義ある事業の基

1 月 22 日 №26
●提唱インターアクトクラブ

礎として奉仕の理念を奨励し、これを育むこと」

光明学園相模原高等学校

会

長 早川 正彦

幹 事

佐々木 敏尚
がロータリーの目的であると規定されています。
具体的に奨励する事項として、第 2 項が職業奉
仕の土台となっており、高潔性と高い倫理基準を
重視しています。高潔性とは、人物が立派で私利
私欲のために心を動かさないことであり、高い倫
理基準とは、「四つのテスト」の言行に照らして、
1905 年の創立時には、
”親睦と助け合い”だけ
でスタートし、その”親睦と助け合い”が水の役
水の役
割になり、この「ロータリーの樹」の根っこに水
水
と栄養を送ったのが「クラブ奉仕」
「クラブ奉仕」です。
と栄養を送った
「クラブ奉仕」

（資料より概要掲載）

地区職業奉仕委員

㝡住

悦子

ロータリアンの行動規範をしっかり理解して、行
動することとされています。
お馴染みの「四つのテスト」は、ロータリーの
哲学を端的に表現し、職業奉仕の理念の実行に役

そしてロータリアンは「ロータリーの目的」を

立つ指針となっています。国際ロータリーにより

基本として、「四つのテスト」と「ロータリアン

職業奉仕の理念を端的に表すものとされ、現在で

の行動規範」による奉仕活動の実際を理解するこ

は職業奉仕に限らず、ロータリアンの生活全般に

とによって、“ロータリアンの人づくり”が行わ

わたる行動に対するテスト形式の基準として親し

れ「奉仕の理念」
奉仕の理念」を学ぶわけです。その過程の根
奉仕の理念」

まれています。

っこの底に、「超我の奉仕」という哲学と「最も
「最も
「超我の奉仕」

「ロータリアンの行動規範」は、元々「ロータリ

よく奉仕する者 最も多く報いられる」という職
最も多く報いられる」

アンの職業宣言」だったものが改変・改名され、

業奉仕思想の 2 つの基本理念が存在するわけです。 2014 年に 5 項に改訂されました。また 5 項目の

職業奉仕は私自身、難しいとか、よく判らな

後押しするのが役割と考えております。先週の

やがてロータリーの「幹」が年々成長し、ロー

“事業や職業における特典を他のロータリアンに

いと思っていて、地区職業奉仕委員会で勉強を

「ガバナー月信」にも脇ガバナーの職業奉仕に

タリーの誕生から 10 年、ようやく「職業奉仕」
「職業奉仕」

求めない”という項目は、2014 年 10 月に RI 理

してきたものの、様々な解釈や議論があること

関するお話が載っていますので、お読み下さい。

が生まれ育ったのです。それにより、幹の先には

事会で削除されています。

職業奉仕という考え方は、職業人による親睦

枝葉が伸び、果実を実らせ、「社会奉仕」に広が
「社会奉仕」

ということで、ロータリーの職業奉仕とは「職

その中で基本的な部分ですが、委員会で学ん

団体という面をもつロータリークラブが、他の

り、更にグローバルに「国際奉仕」
「国際奉仕」にも枝葉を伸
「国際奉仕」

業の実践を通して社会に奉仕する」ことなのです。

だことを皆さんにお伝えしたいと思いますが、

奉仕団体と一線を画す特徴の一つではあります

ばし、次世代を育てようと「青少年奉仕」
「青少年奉仕」にも広
「青少年奉仕」

「職業」とは自分が生きていくための収入を得る

先週、早川会長が「会長の時間」でほとんど話

が、必ずしも設立当初から職業奉仕という柱が

がり、大樹に成長しました。

手段であり、また企業は究極的に営利を追求する

されてしまい、だいぶ重なる内容になりますの

あったわけではありません。

を知り、奥の深さを感じています。

次にロータリーの根底にある基本理念から、職

組織です。一方、「奉仕」とは社会や自分以外の

113 年前に、シカゴでポール・ハリスら 4 人

業奉仕を考えていきます。
「超我の奉仕」
（Service

のメンバーが設立した当時は「親睦」と「相互

Above Self）は 1911 年にﾌﾗﾝｸ・ｺﾘﾝｽﾞが、自分を

タリーの基本的な事や歴史的背景、また職業奉

扶助」のみが目的とされ、
「職業奉仕」という

超えて他人のために尽くす意義と重要性を説き、

ずと信用であったり業績であったり、職業の継続

仕思想を育み、クラブの実情に合わせ柔軟性を

概念はありませんでした。1 年後、
“親睦と相互

無私のボランティア精神が最もよく表現されて

性であったり「多く報いられる」ことになるので

もって奉仕プロジェクトの他の部門と同様に、

扶助”だけの会員同士の利益に留まっている限

いるという理由からロータリーの第一標語とし

す。「職業の現実」と「奉仕の理想」が「ひとつ

脇ガバナーの運営方針である“奉仕の実践”を

り、社会的存在価値が無いという意見を取入れ、

て採択されました。

の心」となって「世のため、人のために奉仕する

で、気軽に聞いて頂ければと思います。
地区職業奉仕委員会は「卓話」を通し、ロー

他の人のために行う利他的な行為です。
しかし「奉仕の心」をもって職業を行えば、自

ふじさわ湘南 RC の田島 透会員が確定しました。
⑤6 月ドイツ・ハンブルグ国際大会は、当地区か

例会報告
例会報告
１．第２７８０地区ガバナー事務所より

大寒を迎え、ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞが

らは 92 名のエントリーがあり、来年のハワイ

①社会・国際奉仕 卓話者派遣について（ご案内）

猛威を奮っているようです。

国際大会は 150 名以上のエントリーを目標に。

昨年 11 月開催の社会・国際奉仕セミナーでは、

私は幸せなことに、身近に

⑥次年度 RI テーマは「ロータリーは世界を繋ぐ

多くのクラブからご参加頂き感謝致します。

ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞに罹っている者が

（ROTARY CONNECTS THE WORLD）
」です。

卓話者派遣について、ご希望あるクラブは 2 月

いませんので、実感が無い

⑦相模原カメリア RC のﾁｬｰﾀｰナイトが 4 月 14 日

1 日までにご返信下さい。
（希望日は 2 月以降）
②インターアクト一泊研修会ご参加のお願い

のですが、皆様にはご自愛

「センチュリー相模大野」で開催決定。同時に、

下さり、体調の維持に努め

例会時間変更により、第 1 火曜日・第 3 木曜日

提唱クラブには、ご参加をお願い致します。

て頂きたいと思います。

で、共に 17 時点鐘、18 時終了との事です。

日程：3 月 23 日（土）～24 日（日）

本日 1 月 22 日は「カレーライスの日」だそう

⑧相模原橋本 RC より「ﾎﾝｼﾞｭﾗｽ・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ」報告

で、1982 年のこの日、
「学校給食 35 周年」を記念

書が提出され、とても内容の濃い報告書で大事

会場、宿泊先：三浦 YMCA ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ｴｺ・ｳﾞｨﾚｯｼﾞ

して、全国学校栄養士協議会が、カレーライスを

業だった事が改めて再確認されました。

登録締切：2 月 13 日

全国の小・中学校の約 800 万人に給食として提供

結びになりますが、本日は「職業奉仕月間」と

6,000 円、
（日帰り・登録のみ）3,000 円

した事を受けて記念日に制定されました。
ちなみに、カレールウの購入量は第 1 位が鳥取

最住会員には卓話を宜しくお願い致します。

２．第５グループ親睦ゴルフコンペのご案内

（概要にて掲載）
〇ロータリーの友 1 月号紹介

孝ご夫人 1 月１８日

・横溝 志華ご主人 1 月 26 日

公共イメージ委員長

池之上 和哉

鐘

１２時３０分

い致します） 締切日：2 月 15 日

場

所

相模原市民会館「けやきの間」

司

会

諸隈 武 副ＳＡＡ

斉

唱

ロータリーソング「我等の生業」

DAY 実行委員会」が、2001 年から記念日に制定し

創立会員 28 名の内、会員 1

ております。JAZZ の「JA」が 1 月（January）、
「ZZ」

人を除き、全員がロータリ

1)2 月 2 日（土）第５グループＩＭ（移動例会にて）

が 22 に似ている事に因んだものだそうです。

ー未経験者だそうです。

2)台湾・台中文心ＲＣの訪問（会員有志による）

※下記２つの回覧をしております。出欠席のご記入を
お願い致します。（詳細は回覧参照）

縦書 P16 の「91 歳名誉会

１泊２日と２泊３日のスケジュールあり。

第 7 回会長幹事会」の報告を致します。

員を祝う」では、相模原東

例会プログラム

①2018-19 年度 IM は、2 月 2 日（土）
「ラポール

RC 名誉会員、歌手の菅原都

１月２９日卓話「釣りあれこれ」 老沼秀夫会員

千寿閣」にて。ホストは津久井 RC・相模原南

々子さんが紹介され、第 1 回 NHK 紅白歌合戦の歌

２月 ５日→２
２日（土）移動例会「ＩＭ」
移動例会「ＩＭ」

RC により、テーマは「大人が変われば子供も変

唱者第 1 号であり、出演歌手の中で最後の存命者

受付

14:00～ 式典 14:30～

わる～ロータリーが変われば地域も変わる」を

だそうですが、元気で活動されているそうです。

講演

15:00～ 懇親会 17:00～

横書 P18～「人と動物の優しい関係」で、当ク
ラブではセラピー犬活動をしていますが、犬だけ

5 グループから弥栄高校 1 年の石渡星舞（ｾｲﾏ）

でなく、「ホースセラピー」という馬を使った活

君がフランスへ派遣、推薦は相模原大野 RC。

動もあるそうです。
〇台湾・台中文心ＲＣ訪問について

登録は 44％ですので、今期中には 100％を目指

姉妹・友好クラブ委員長

したいと思います。宜しくお願い致します。

3 月の訪問につき、会員有志の参加を募りたい

冣住 悦子

第 7 回の報告ですが、

と思います。日程は 1 泊 2 日か 2 泊 3 日で選択下

③相模原カメリア RC の 1 月 15 日ガバナー公式訪

さい。帰国翌日の 25 日（月）には、3 クラブ合

問にて第 5 グループ全ての公式訪問が終了。

同夜間例会、26 日（火）に第 5 グループ親睦ゴ

④2021-2022 年度ガバナーノミニー確定宣言にて

・小野

点

りあ RC」が紹介されていて

マイロータリーの登録について、中クラブの

毅ご夫人 1 月１０日

予定人数 120 名（各クラブ 8 名以上の参加をお願

ルオブミークラブ」のオーナーらによる「JAZZ

②2019-20 年度青少年交換派遣学生の報告で、第

・田所

例会記録

縦書 P28 に「相模原かめ

掲げて開催。奮っての出席をお願い致します。

６日

場所：津久井湖ゴルフクラブ

ズクラブ「バードランド」
「サテンドール」「オー

さて今回は、12 月 11 日と 1 月 15 日の「第 6 回・

・甲斐 美利ご夫人 1 月

日時：3 月 26 日（火）スタート時間 9:00～

が福島市で 1766ｇです。我が相模原市は 1627ｇ

また「ジャズの日」でもあり、都内の老舗ジャ

登録料：ﾛｰﾀﾘｱﾝ（宿泊）

いうテーマで、地区職業奉仕委員である当クラブ

市で 1982ｇ、第 2 位が岡山市で 1856ｇ、第 3 位

で第 9 位です。
（2014～16 年度調べ）

23 日 11 時～開会式

ルフコンペもあり、大変忙しい日程になります。

ソングリーダー 中村 勝彦会員

出席報告
会 員

出席（出席対象 31 名）

事前メイク者

３８名

２９名

０名

欠席者

本日の出席率

８名

７８．３８％

修正出席率(1/8)
８１．０８％

「ラポール千寿閣
ラポール千寿閣」
千寿閣」にて
１２日卓話 大井 達会員
定例理事役員会

●事務局 〒252252-0239 相模原市中央区中央 3-1212-3
相模原商工会館３
相模原商工会館３Ｆ
042--758
758--5750 FAX 042
042758--1605
TEL 042
-758
相模原市民会館「
あじさいの間
●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
13--15
〒252

●編 集 親睦活動委員会
委員長：伊倉
委員長：
伊倉 正光 副委員長：小崎 直利
委員：川合 貞義、田所
毅、櫻内 康裕
隆二、
徹男、高本
田後 隆二
、中山 徹男、
高本 昌敏
利夫、
洋、河野
横江 利夫
、山之内 洋、
河野
崇

TEL 042042-752752-4710 FAX 042042-753753-2000
●Ｅ-mail
mail：
rotary@tbg.tcom.ne.jp
：rotary@tbg.t
-com
.ne.jp

中村 勝彦、大槻
勝彦、大槻 実、平山クリフォードモーリス
●http://sagamiharanaka
http://sagamiharanakarc.jp
.jp/
-rc
.jp
/

