
第 2034 回例会 

1 月 21 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 

１月は「職業奉仕月間」に因み、卓話にお伺 

いしました。まず肩の凝らないよう、事例（フ 

ィクションです）から紹介させて頂きます。 

事例１．Ａ助さん・・無職 ６９歳 

 私は製造業を営んでおり、裸一貫から死に物狂

いで頑張り、従業員８５人、年商３０億円という規模

まで会社を育て上げ、息子が跡を継いでくれ、３年

前に引退。今は悠々自適のんびり暮らしてます。 

 先日、地域のイベントでロータリークラブのポリオ

根絶活動を見て興味を持ち、調べたところ、ロータ

リーはポリオ以外にも青少年交換や米山奨学、国

際的な奉仕プロジェクトから地域に対する奉仕活

動まで多岐に亘って、大変立派な活動をしている

団体であることを知りました。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（一部、要約にて掲載） 

前沢 弘之（津久井中央ＲＣ） 

ぜひロータリークラブに入会し、奉仕活動に参加 

したいと考えています。…が、知人から「ロータリーは 

職業人でないと入れないのでは？」と聞きました。 

「私は、ロータリークラブに入会できますか」 

事例２．Ｂ子さん・・無職 ６４歳 

 私は良家の子女で、嫁ぎ先も資産家で、職業を 

持ったことも家事をしたことがありません。子ども達は 

独立し、夫は半年前に他界しましたが、多額の資産 

や生命保険金などで、老後の不安は全くありません。 

 先日、地域のイベントで、ポリオキャンペーンを見 

て、ロータリークラブに大変興味を持ち、趣味や旅 

行の毎日も楽しくて良いのですが、奉仕活動や寄付 

など何か世の中のお役に立てればと考えています。 

「私は、ロータリークラブに入会できますか」 

 

会 長 横溝 志華  幹 事 田後 隆二 

 

       

事例３．Ｃ太郎さん・・青年実業家 ３７歳 

私は、仕事は競争であると考え、売上げを伸ばす

ため人を出し抜くことも厭わず、ひたすら収入を上げ

ることに達成感を感じて、がむしゃらに事業に力を注

いできました。 

これまで何人もの知合いからロータリークラブへの

入会を勧誘されましたが、自分が懸命に稼いだお金

を寄付するなんて、訳が分からず、奉仕活動などに

時間や労力を割くことは、仕事を妨げるものとしか思

えませんでしたので、断り続けてきました。 

しかし最近、自身の仕事のやり方や人との関わり方

を振り返り、「このままで良いのだろうか」と感じること

が多くなってきました。これまで奉仕とは全く縁のない

生活をしてきましたが、 

「私は、ロータリークラブに入会できますか」 

 

＜会員資格（ＲＩ定款第５条第２節）＞ 

・クラブ定款第 8 条（会員身分）第 1 節、第 3 節 

第 1 節－全般的資格条件。本クラブは善良さ、 

高潔さ、リーダーシップを身をもって示し、事

業、専門職務、および／または地域社会でよい

評判を受けており、地域社会および／または世

界において、奉仕する意欲のある成人によって

構成されるものとする。 

 第 3 節－正会員。RI 定款第 5 条第 2 節の資格条

件を有する者は、クラブの正会員に選ぶことが

できる。 

・国際ロータリー定款（2019 年 7 月版） 

第 5 条第 2節 

（ａ）－クラブは、善良さ、高潔さ、リーダー

シップを身をもって示し、事業、専門職務、職

業および／または地域社会でよい評判を受け

ており、地域社会および／または世界において

奉仕する意欲のある成人によって構成される

ものとする。上記に加え、以上のいずれの場合

も、その事業場、またはその住居がそのクラブ

の所在地域内、もしくはその周辺地域にあるこ

と。（以下省略） 

（ｂ）各クラブは一事業、一専門職務、一職業、

一種類の社会奉仕、またはその他の職業分類に

偏らないバランスの取れた会員構成を有する

ものとする。 

 

 

 

【３要件】・成人であること ・評判が良いこと  

・奉仕の意欲があること 

＋地域、職業分類上のバランス（多様性） 

 

＜ロータリーの目的＞※ＲＩ定款 第４条 

（ロータリーの存在理由） 

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。具 

体的には、次の各項を奨励することにある 

第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 

第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 

第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 

第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 

 

＜ロータリアンの行動規範＞・・高潔性と倫理 

（ロータリアンが行動する時に守るべきルール）       

１．個人として、または事業において高潔さと高 

い倫理基準をもって行動する。 

２．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。 

３．自分の職業スキルを生かして、若い人々を導 

き、特別なニーズを抱える人々を助け、地域社 

会や世界中の人々の生活の質を高める。 

４．ロータリーやほかのロータリアンの評判を落 

とすような言動は避ける。 

 

＜四つのテスト＞ 

言行はこれに照らしてから 

１．真実かどうか   

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 

自分の行動が倫理的であるかどうかを判断する 

ための尺度 

  



 

 

３）ハワイ国際大会登録状況の件 

  １月 14 日時点で、登録予定数は 148 名で目標

は 150 名ですので、近い数字になっています。現

地の「地区ナイト」では今回、用意した会場は 120

～130 名が入場可能のようです。国際大会の登録

をしないと入れない可能性があり、会費は 110～

120 ドル掛かるそうです。 

４）ポリオ根絶チャリティーコンサートの件 

申込みは１月 25 日まで可能で、現時点で第 5 

グループの会員数は 475 名ですが、約半分の登録 

してほしいとのことです。尚、チケットを貰って 

空席にするのは避けて下さいと言われました。 

５）会員増強の件 

12 月 25 日現在で、各クラブからの報告では 475

名で、7 月 1日年度スタート時は 469 名でした。 

    6 名増えていますが、懸念していたように 12 月末 

での退会者が出ています。 

６）財団と米山の寄付について 

振込が遅れているクラブがありますので、事務

局に確認し、早めに振り込んで下さいとのこと。 

７）2020 年規定審議会 立法案提出のお願い 

定款の変更希望や、疑問に思うことがありまし

たら、立法案としてご提出下さい。相澤ＰＧ（藤

沢湘南 RC）が規定審議会の委員です。 

８）青少年交換 第 9 グルーブの学生変更 

第 9 グルーブの交換学生が辞退されたため、次 

年度の交換学生候補に変更がありました。第 4 グ

ルーブ（茅ヶ崎 RC 推薦）からの候補生になりま

したが、同じ高校から 3名が選ばれたことに、（選

考に問題はなかったのか）意見もありました。 

第 5 グループは当クラブ横江会員のお嬢さん、 

    横江莉音さんが推薦されました。来年の受入れに 

    関しては、横江さんは半年でも大丈夫だと言って 

    頂きましたが、他にもご協力を頂ける方がありま 

    したら、ぜひ宜しくお願い致します。 

  

     そしてフィリピンの火山災害ですが、昨年末に 

承認された「水プロジェクト支援」の実行が難し 

い状況になりました。マカティボブラシオン RC 

からは火山災害の支援要請が来ていますので、こ 

の件については後程、金沢会員から説明をして頂 

きます。 

 

 

 

＜委員会報告＞ 

〇フィリピンへの災害支援について  金沢会員 

 火山噴火から 1 週間経ち 

ましたが、まだ 15 万人が 

避難しているそうです。 

マカティ RC 会員とメール 

でやり取りして、映像など 

も送られてきたので、印刷 

して持参しました。回覧し 

ますので、ご覧下さい。 

 支援予定の「水プロジェクト」は噴火の影響で 

今年度内の実施は難しく、何か他に支援できるこ 

とはないか聞いたところ、毛布や医薬品などが必 

要となっているようです。 

 特に火山灰の影響で目薬が欲しいとのことで、 

洗眼薬の“アイボン”が良いのではないかと思い 

ます。他クラブ会員（薬局）を紹介して貰い、見 

積をお願いしましたが、かなり安くなり 1 個 500 

円位なので、水プロジェクトの予算をまわせれば 

20 万円で 400 個程用意できます。 

 私も現地に行くつもりですが、判断は理事会に 

て検討をお願いしたいと思います。 （概要にて） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

 

報告事項 

１．第２７８０地区ガバナー事務所より  

①青少年交換学生オリエンテーションのご案内 

下記にて開催致しますので、関係者のご出席を

お願い致します。 
日時：2 月 1 日（土）14:30～オリエンテーション 

16:30～保護者向け相談会 
場所：第一相澤ビル 登録締切：１月２７日 

２．相模原西ＲＣよりＩＭ（2 月 22 日）について 

のお願い 

・当日の受付と名札ご持参について 
     クラブ幹事が例会用名札をご持参頂き、受付を

お願い致します。13:30 にご集合下さい。 
・物故会員について 

     前回ＩＭ（2019 年 2 月 2 日）以降にご逝去さ 
れた会員がおりましたら、ご連絡下さい。 

・登録料振込について 
  1 月末日までに振込をお願い致します。また式

典・基調講演と、懇親会の出席予定人数も 1 月

末日までにご連絡下さい。 
 

※2 月 22 日（土）第 5 グループＩＭの出欠表を回

覧しておりますので、次週例会までにご記入下

さい。尚、当日は移動例会となります。 
（詳細は回覧をご参照） 

     
    ＜理事会報告（臨時）＞ 

    ①マカティ・ボブラシオン RC より火山災害支援 
依頼の件。 
前回の理事会で承認された「水プロジェクト」 
支援金を火山の災害義援金として承認。金額は 
20 万円とする。（目薬を購入して現地に届ける） 
 
 

 

●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 

●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 

 ●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２８日ゲスト卓話「器具や動物を使っての児童 

     発達支援」㈱リ・ハッピネス 要武志氏 

２月 ４日ゲスト卓話「社会奉仕について」 

     定例理事役員会 

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  中村 勝彦 副ＳＡＡ 

斉  唱   ロータリーソング「我らの生業」 

ソングリーダー  池之上 和哉会員 

ゲスト   地区職業奉仕委員 前沢弘之氏 

出席報告 

 

 

 

 

 

 

●例会日 毎週火曜日 １２：３０～１３：３０ 

●編 集 親睦活動委員会 

 委員長：大坪 征弘 副委員長：横江 利夫 

 委員：川合 貞義、小野  孝、中里 和男 

    丸子 勝基、阿部  毅、阪西 貴子 

池之上和哉、大槻  実 

●http://sagamiharanaka-rc.jp/ 

会 員 出席（出席対象 25 名） 事前メイク者 

３２名 ２１名 ２名 
欠席者 本日の出席率 修正出席率(1/7) 
４名 ８５．１９％ ９３．５５％ 



 

    

＜高い倫理基準と高潔性＞ 

職業に携わる（仕事をする）場面＝私利私欲、利

害対立が鮮明になる場面： 利己 × 利己 

奉仕 ＝ 利他行動 （行為者のコストによって他

者に利益を授ける行為） 

  

          倫理・高潔性  ・・行動規範 

          （自己研鑽）    四つのテスト                             

                                                    

職業の「利己性」と「利他性」 

職業・・個人の側からみると、生計の手段、自己 

    実現の手段、生きる目的（生きがい） 

 ・・社会の側からみると、社会的分業（役割) 

        社会・経済活動、必要性、有用性（役に

立つ） 利他 

 

    ＜職業奉仕とはなにか？＞何となく判るけど・・ 

クラブ定款第6条「五大奉仕部門」 

２．奉仕の第二部門である職業奉仕は、事業およ

び専門職務の道徳的水準を高め、品位ある業務

はすべて尊重されるべきであるという認識を

深め、あらゆる職業に携わる中で奉仕の理念を

実践していくという目的をもつものである。 

会員の役割には、ロータリーの理念に従って自 

分自身を律し、事業を行うこと、そして自己の

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。 

 

＜「職業奉仕」という概念＞ 

出典：マイロータリー「職業奉仕の手引き」 

「ロータリーの目的」は、ロータリーの存在目的 

とロータリアンの責務について記した哲学的な

声明です。職業奉仕は、「目的」の第2項を土台と

しており、この項でロータリアンは次のことを奨

励し、育むことが求められています。 

・職業上の高い倫理基準 

・役立つ仕事はすべて価値あるものという認識 

・社会に奉仕する機会としてロータリアン各自の 

 

 

 

職業を高潔なものとすること 

職業奉仕はどのように実践できるでしょうか。以 

下にいくつかの方法をご紹介します。 

・例会で各会員が自分の職業について話し、互い 

の職業について学び合う 

・地域社会での奉仕プロジェクトで職業スキルを 

生かす 

・高潔さを重んじて仕事に取り組み、言動を通じ 

て模範を示すことで倫理的な行動を周囲に促す 

・若者のキャリア目標を支援する 

・専門能力の開発を奨励し、指導する 

職業奉仕はロータリーの核心であり、世界中の 

地域社会で奉仕を行う土台となるものです。 

                    

＜職業奉仕＞ 

①社会的責任、社会的期待に照らして、「良い仕 

事をする」こと 

②職業的力量（スキル）を「奉仕に生かす」こと 

奉仕＝自分の持ち場を超え出て社会（他者）にコ 

ミットすること 

 

＜結 語＞ 

「職業奉仕はロータリーの金看板」    

・ロータリーのアイデンティティ、プライド   

 （自分へ）⇦ 内向きのベクトル 

・ロータリーをロータリーたらしめてきたもの 

「奉仕」                                 

・どんなプロジェクトを実践するか  

・地域に、広く世界に、いかにコミットするか   

外向きのベクトル ⇒（社会へ）   

 （高度の）技術 知識 労力  高潔性 

財力 情熱    （自己研鑽） 

質の高い、効果的・持続的な奉仕のために 

 

ビジョン声明（ 2017年6月 ＲＩ理事会採択） 

私たちは、世界で、地域社会で、そして自分自 

身の中で、持続可能な良い変化を生むために、人 

びとが手を取り合って行動する世界を目指してい 

ます。 

 



 

 

 

 

●前沢 弘之君（津久井中央ＲＣ） 

 僭越ながら、職業奉仕の卓話でお伺いしました。 

どうぞ、宜しくお願い致します。 

    ●横溝会長、田後幹事 

    ①地区職業奉仕委員の前沢弘之様、ゲスト卓話よ

ろしくお願いします。 

    ②１月ご夫人誕生日祝の皆様おめでとうございます。 

    ③（横溝会長より）主人の誕生日祝を戴き、あり

がとうございます。 

●小野 孝会員 

①女房の誕生日を祝って頂き、ありがとうございます。

②地区職業奉仕委員の前沢さん、宜しくお願いし 

ます。 

    ●金沢 邦光会員 

    ①前沢さん、いらっしゃい。いろいろと勉強させ 

     て頂きます。 

    ②ガバナーズ・クラブ決定ですね。頑張って下さい！ 

●阿部 毅会員 

①卓話の前沢地区職業奉仕委員、本日はよろしく 

お願い致します。 

②誕生日祝の皆様、おめでとうございます。 

●伊倉 正光会員 

①ゲスト卓話の前沢様、宜しくお願い致します。 

②１月お祝の皆様、おめでとうございます。 

●櫻内 康裕会員 

①お祝の皆さん、おめでとうございます。 

②ゲスト卓話の前沢様、宜しくお願いします。 

●佐々木 敏尚会員 

①地区職業奉仕委員の前沢様、本日は宜しくお願 

い致します。 

②ご夫人・ご主人誕生日祝の皆様、おめでとうご 

ざいます。 

●大井 達会員 

①ご夫人・ご主人誕生日祝の皆様、おめでとうご 

ざいます。 

②卓話でお越しの前沢様、本日は宜しくお願い致

します。 

 

 

 

●池之上 和哉会員 

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地区職業奉仕委員の前沢様、本日の卓話宜しく 

 お願いします。 

●黛 裕治会員 

①1 月誕生日お祝の皆様、おめでとうございます。 

②本日、卓話の前沢様ご苦労様です。宜しくお願 

 いします。 

②今日も園バス運転、少し早めに失礼します。 

本日のスマイル額   １７，０００円 

今年度の累計額      ４５６，９００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日は１月 14 日「会長幹事会の報告」をさせ 

て頂きます。 

１）ＩＭの件  

2 月 22 日（土）に行われます。大勢の皆様のご 

参加をお願い致します。担当は西 RC です。今回の 

IM は質問ができる形式になっております。ぜひ、 

質問してみて下さい。 

２）相模原市への義援金の件 

去年、台風 19 号の「第 5グループ義援金」を 

12 月 24 日に杉岡ガバナー、栗林ガバナー補佐、 

津久井中央 RC の井上会長の 3 名で、本村市長に 

160 万円を手渡ししました。また地区で集めた義 

援金 330 万円の内、123 万円を同日に相模原市に 

寄付しました。あとの 150 万円は千葉と、50 万円 

は箱根へ寄付しました。 

 


