
第 2106 回例会 

２月１日 №28 

 

 

●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 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

         

       

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

     地区職業奉仕委員長 

＜はじめに＞ 

ロータリーの核心～奉仕の理念 

職業奉仕：奉仕の理念を実践に移すためのロー

タリアンの行動原理の一つ 

         

私たちが職業人として、どうあるべきか、日々 

の仕事において、どのような行動をとるべきか 

 

     ロータリアンの目的    これらに示されて 

     （特に第 2 項）      いる、高度の倫理 

     ロータリアンの行動規範  基準・高潔性、職 

     四つのテスト       業理解・職業スキ 

     定義規定（定款 5 条 2 節） ルの提供 

 

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前沢 弘之      （資料要約にて掲載） 

＜職業人の理念と、その行動原理＞ 

 
聖職者型 

商人型 

（ﾋﾞｼﾞﾈｽ） 
職人型 

理念 
世のため、 

人のため 

利潤の最大

化 

技術の向上 

完成 

行動 

原理 

修行、修練 

に努める、

戒律、職業

倫理を守る 

合理化、効

率化、競争

を勝ち抜く 

鍛錬、向上

心 

＜高度の倫理的商人＞ 

〇近江商人 ～三方よし「売り手よし」「買い手 

 よし」「世間よし」・・石門心学（ｾｷﾓﾝｼﾝｶﾞｸ） 

〇渋沢栄一 ～論語と算盤（道義、公益の尊重、 

 よい金儲け）、道徳経済合一致 

 

会 長 田後 隆二  幹 事 阪西 貴子 

 



      

 

〇松下幸之助 ～綱領、信条、七精神、水道哲学 

（企業は社会の公器、利益は社会に貢献した報酬 

として戴く。社会貢献の度合いに応じて利益も 

大きくなる→「最もよく奉仕する者、最も多く・・」 

社会貢献とビジネス的成功 

商売の成功を社会貢献につなげる。社会に貢 

     献できて、初めて商売に成功したといえる。 

     

    ＜職業奉仕はロータリアンの行動原理（倫理）＞ 

     目的、行動規範、四つのテスト、職業スキルの提供 

 

善き職業人（社会人）、役に立つ職業人（社会人） 

になる。そして、この世界を良い世界にする。 

        奉仕の理想 

ロータリーは慈善団体でも、厳格な職業倫理の 

順守が社会的に要求される専門資格者たちの

職能団体でもなく、多様多種の職業人の集合体。 

それにもかかわらず、このような「倫理」を掲

げているというのは、他には見られない特長。 

＜世界経済における近年の潮流＞ 

・「株式資本主義」から「ステークホルダー資本 

 主義へ」 

2020年ダボス会議（世界経済フォーラム） 

株主だけでなく、顧客、従業員、地域社会、環 

境など、企業をめぐる利害関係者（ｽﾃｰｸﾎﾙﾀﾞｰ）

全てに貢献できるような企業経営を目指す。 

・ESG 投資－E（環境）、S（社会）、G（ガバナン 

ス）を重視した投資 

・SDGs～社会の「課題」を把握して、これにみん 

なで取り組もう！ 

＜ロータリーが目指す世界＞ 

・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。 

    ・７つの重点分野 

     ロータリー会員は、世界で最も支援が必要とさ 

れる人道的ニーズは何かを考え、長期的な変化 

をもたらすために、特に以下の 7つの分野に重 

点を置いて活動しています。 

①平和と紛争予防／紛争解決 ②疾病予防と 

 

 

 

治療 ③水と衛生 ④母子の健康 ⑤基本的教育 

と識字率向上 ⑥経済と地域社会の発展 ⑦環境 

 の保護 

＜職業奉仕の実践＞ 

①高い倫理基準による行動とは 

責務（義務）を超えた善いことをする（義務な 

き善行）。見返り（メリット）がなくても与える。 

②高潔な人とは 

「人は竪琴を弾くことによって竪琴弾きとなる」 

（アリストテレス）→高潔なふるまいをすること 

 でしか、高潔な人にはなれない。 

「職業奉仕は実践知」（実践して初めて職業奉仕） 

＜コロナ禍への様々な対応＞ 

 世界中のクラブ、ロータリアンに数えきれない 

 ほどの実例があるはず。私たちは、地域社会で 

 自分たちは何をすべきか、何が求められ（ニー 

 ズ）、どんな援助が有効なのか、必死に考え、 

 これらを実践した。 

 

 

 

２月に入りましたが、先月１月 

は職業奉仕月間でした。「職業 

奉仕」は難解だとよく言われます。 

今日は地区職業奉仕委員会 

に卓話にお越し頂きましたので 

易しく解説していただきたいと思 

います。 

私が入会した頃、「今日は職 

業奉仕で早退します」といったスマイルが多くあり、もち 

ろん冗談でおしゃってましたが、「職業奉仕」の使い方 

が間違っているなあと思いつつ、正しい使い方は答え 

られませんでした。 

第２７８０地区では、２０１７～１８年度（大谷年度）に 

おいて、【「内向き」と「外向き」 わかりやすい職業奉 

仕】という冊子が編纂されました。当時、職業奉仕委 

員長だった瀧澤秀俊さんの力作でした。一部、引用 

すると、 

①内向き職業奉仕：ロータリアン一人一人が、「職業 

奉仕」は「内向き」と「外向き」に分けるとわかりやすく 

なるとのことです。奉仕活動の中で「奉仕の理念」、 

「四つのテスト」を勉強し、それを自分の職場に持ち 

 



 

 

帰ります。そして、「奉仕の理念」や「四つのテスト」に 

照らして自らを律し、自分の仕事を遂行します。自分

の職場で、自分の職業を通じて、奉仕の理念を実践

し、世の中に貢献奉仕していきましょう。 

②外向き職業奉仕：会員の職業上の手腕を、社会の 

問題やニーズに役立てるためのクラブの奉仕プロジ

ェクトに活用しましょう。』とあります。 

この表現はとても分かりやすく、内向きには「四つ

のテスト」に照らした職業倫理のこと。外向きには、職

業上の手腕を生かした奉仕プロジェクトのことと私は

理解しました。肝心なのは「四つのテスト」で、その由

来についても記載があり、引用しておきます。 

『1932年、大恐慌の時代、バタバタと企業が倒産し、

商業倫理もすさんでいました。そんな中、シカゴの実

業家ハーバート・テイラーさんは、倒産寸前のアルミ

食器会社の再建を依頼されました。その後、テーラー

さんの手腕と努力によって会社は見事に立ち直り、10

年後には一流企業に成長しました。その大成功の秘

訣が「四つのテスト」でした。テーラーさんは、荒廃し

た社会風潮の中で、他社にない清廉な倫理観や世

の中に模範となるような価値観を、わずか４行のわか

りやすい言葉で作り、全従業員に暗唱させ、日々の

仕事の行動指針としました。 

テーラーさんは、この成功の秘訣を独り占めにしま

せんでした。惜しげもなく公開し、1954 年、RI 会長就

任に際して、「四つのテスト」の権利を RI に無償で譲

渡したのです。以来、「四つのテスト」は、ロータリーク

ラプの職業奉仕の理念を端的に表すものとして、世

界中のクラブで提唱されているのです。』 

（紙面上、一部略にて掲載） 

 

 

●前沢 弘之地区職業奉仕委員長（津久井中央 RC） 

        卓話にお邪魔しました。明るく楽しい中にも上品で 

          洗練された感じの貴クラブに伺うことができて、とて 

も嬉しく存じております。 

●佐々木 亮一地区職業奉仕委員（相模原柴胡 RC） 

本日は委員長のアシスタントで参加させて頂きます。 

宜しくお願い致します。 

●田後会長、阪西幹事 

①ゲスト卓話の地区職業奉仕委員長の前沢様、委員 

の佐々木様、よろしくお願い致します。 

 

 

 

②誕生日祝の早川さん、横溝さん、おめでとうござい 

 ます。 

●早川 正彦会員 

誕生日のお祝、ありがとうございます。５０代、最後 

の年となりました。 

●横溝 志華会員 

①前沢様、佐々木様、本日宜しくお願い致します。 

②誕生日を祝って頂き、ありがとうございます。 

●中里 和男会員 

①ゲスト卓話の前沢様、佐々木様、ご苦労様です。 

②会員誕生日祝の早川さん、横溝さん、おめでとうご 

 ざいます。 

●冣住 悦子会員 

①２月誕生日祝の皆様、おめでとうございます。 

②地区職業奉仕の前沢委員長、佐々木さん、卓話 

よろしくお願いします。 

●櫻内 康裕会員 

①お祝の早川会員、横溝会員おめでとうございます。 

②ゲスト卓話の前沢委員長、佐々木委員、ご苦労様 

です。宜しくお願い致します。 

●黛 裕治会員 

①２月会員誕生日お祝の早川さん、横溝さん、おめ 

でとうございます。 

②本日卓話にお越しの地区職業奉仕委員長の前沢 

 様、委員の佐々木様、宜しくお願い致します。 

●伊倉 正光会員 

①ゲスト卓話の前沢様、佐々木様、ご苦労様です。 

②早川会員、横溝会員、会員誕生日祝おめでとうご 

ざいます。 

●阿部 毅会員 

①職業奉仕月間のスピーチでお越しの前沢委員長、 

佐々木委員、本日は宜しくお願い致します。 

②会員誕生日祝の早川会員、横溝会員、おめでと 

うございます。 

●諸隈 武会員 

①早川会員、横溝会員誕生日おめでとうございます。 

②前沢様、佐々木様、本日はありがとうございます。 

●大井 達会員 

①誕生日祝の早川さん、横溝さん、おめでとうごさい 

 ます。 

②前沢様、佐々木様、本日の卓話、よろしくお願い 

 致します。 

 



  

 

 

 

    １．第２７８０地区ガバナー事務所より    

①第２ゾーン ＲＩ理事指名委員会 地区代表委 

員について 

     RI 本部より、2022 年に RI が選出されることに 

     なり、指名委員会の地区代表議員候補者として、

推薦者がありましたら、ご提案頂きますよう、

お願い致します。締切日：2 月 9 日 17 時まで 

２．国際ロータリーより 

２０２２～２３年度ＲＩテーマ 

 「イマジン ロータリー」 

 

 

 

※米山記念奨学会より確定申告用（免税）領収書 

     昨年ご寄付頂いた対象の方にお渡し致します。 

尚、領収書の再発行はできませんので、紛失さ 

れないようにご注意下さい。 

 

      

２月 ８日クラブフォーラム「創立 45周年」 

      黛実行委員長 

  １５日ゲスト卓話「戦略計画について」 

      地区戦略計画委員会（予定） 

  ２２日クラブフォーラム「地区研修協議会」 

      豊岡実行委員長 

 

       

         

     げす 

  

●例会場 中国名菜「敦煌」 

   〒252-0231 相模原市中央区相模原 2-13-1 

       TEL 042-756-6555 FAX 042-756-6559 

●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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ・早川 正彦会員 2月 14日 

 ・横溝 志華会員 2月 24日 

 

      

＜理事会報告＞ 

①今後の例会について 

 当面はハイブリット開催で行うが、コロナ状況 

 も注視する。積極的な Zoomの活用。 

②クラブフューチャービジョン策定委員会の件 

 次年度に申し送りとする。小崎会長エレクトに 

 委員の検討を依頼。 

 

 

点  鐘 １２：３０ 

会  場 「敦煌」 

司  会  櫻内 康裕ＳＡＡ 

斉  唱  「国歌君が代」 

ロータリーソング「四つのテスト」  

ソングリーダー 諸隈 武会員 

ゲスト   前沢 弘之地区職業奉仕委員長 

            （津久井中央ＲＣ） 

  佐々木亮一地区職業奉仕委員 

        （相模原柴胡ＲＣ） 

 

●例会 毎週火曜日 １２：３０～１３：３０ 

●編 集 親睦活動委員会 

 委員長：藤本 恵介 副委員長：大槻  実 

 委員：川合 貞義、田所  毅、甲斐 美利 

    阿部  毅、諸隈  武、河野  崇 

 

●http://sagamiharanaka-rc.jp/ 

会 員 出席（出席対象 20 名） 事前メイク者 

２６名 （Zoom２名）２１名   １名 

欠席者 本日の出席率 修正出席率(1/18) 

１名 ９５．６５％ ９６．０％ 

mailto:rotary@tbg.t-com.ne.jp
http://sagamiharanaka-rc.jp/

