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●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 

本年度、地区職業奉仕委員会の卓話のテーマ

は、「第一歩」です。ここ数年はコロナ禍であり、

クラブ訪問卓話の機会に制限があり、地区のホ

ームページなどにて「職業奉仕」をお伝えして

きました。前年度は「ロータリアンの行動原理」

をテーマに卓話を行い、本年も前年度の内容を

継承し、職業奉仕の始まり、行動規範など皆さ

んと一緒に「職業奉仕」を改めて考える機会を

作る「第一歩」になればと思っています。 

最近、RI も地区も「職業奉仕」を軽視してい

るのではないか？入会や会員の基準として「職

業分類」などが緩和され「職業奉仕」はどうな

るのか？ 地区の委員会も「奉仕委員会」の中 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生駒 秀之（綾瀬ＲＣ） 

の「職業奉仕委員会」となって、ロータリーの 

「根幹」、「金看板」はどうなるのか？などの声 

を聴きます。 

RI もロータリーも常に変化、進歩しています。 

確かに先輩会員にすれば、「職業奉仕」があるか 

らロータリーの存在価値があると言われる方は、 

多くおります。例会出席にしても大きく緩和さ 

れ、出席報告や皆出席のお祝いをするクラブも 

減っています。コロナ禍ではありましたが、出 

席義務？ 出席への意義を伝える事すら薄れてき 

ています。 

RI 会長や佐藤ガバナーも、就任前からロータ 

リアンとは言わず、「会員」と言うようになって 
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いて、ローターアクト会員も私たち会員も同じロ

ータリークラブ会員となりました。ローターアク

ト会員の方は、職業に就いていない人も多くいま

す。また、私達の会員に於いても、従来の職業分

類に属さない方もおります。今後、「職業奉仕」に

限らず、ロータリーの定款や細則も変わっていく

と思います。変わっていくこと、失っていけない

事など皆さんと一緒に「職業奉仕」を通じて学び、

考える機会を作りましょう。 

＜職業奉仕を伝えられますか？＞ 

2021～22年度「地区研修協議会 職業奉仕部門」

の分科会にて、事前に各クラブ宛てにアンケート

をお願いして、「職業奉仕」についてどのくらい理

解されているのか？を質問しました。 

    ・良く理解している  15％ 

    ・理解しているが、上手に説明できない 59％ 

    ・難しくて、理解できない 19％ 

    ・その他 7％ 

     結果、約 80％の方が、「職業奉仕」の説明や伝

える事は難しいと回答されました。職業奉仕は、

他の奉仕活動と比べ、目標や数字的な成果が出し

にくいなどもあると思います。また、最近では、

先輩会員との情報集会や、「職業奉仕」を入会時に

説明したり、入会後もクラブ内で「職業奉仕」を

語る機会も少なくなったこともあると思います。

「倫理」や「行動規範」など良い事、悪い事など

は判っていても、どのように説明し、伝えていく

となると難しいと回答されるのは判ります。 

    ＜職業奉仕について知りたいこと＞ 

    ・職業奉仕をクラブで説明する方法 31％  

    ・職業奉仕の実践について 24％ 

    ・ロータリーの歴史と「職業奉仕」 22％ 

・職業奉仕の目的について 18％ 

どのようにクラブで「職業奉仕」の説明をした

らいいのか？の回答が多く、歴史や目的にしても

クラブ卓話や、活動計画書作りに苦慮しているの

かと思いました。実践について少ないのは意外で

す。実践はもっと難しいですね。 

RIやロータリー関連の図書、マイロータリーか

らも「職業奉仕」について書物や資料が多くあり

ます。昨年、地区委員会でのビデオや「わかりや

すい職業奉仕」の冊子もあります。機会があれば、 

 

 

 

読んで頂く事を進めます。しかし、ロータリーに 

は様々な意見や考えがあります。クラブや仲間で 

いろんな意見を言い合って語る事も大切だと先輩 

会員も言っています。職業奉仕はどうしても個人 

個人の規範や倫理の下から始まります。多くの人 

と知り合って、様々な考えや行動を見聞きして、 

自己研鑽をするのも実践の一部だと言っています。 

＜ロータリーの誕生と職業奉仕の理念の導入＞ 

ロータリーの誕生、職業奉仕の歴史（流れ）は 

皆さんの多くは知っていると思います。今のよう 

な職業奉仕は、創設期から存在していなかったの 

ですが、商売、仕事をしていくのに「信用、信頼 

できる仲間作り」から始まっています。ロータリ 

ーに入会された時、入会理由に「ロータリーには 

職業奉仕があるから」と答える方は、どのくらい 

でしょうか？ 

シカゴで創設されたロータリークラブですが、 

初めは「親睦」で友達作り・仲間作りです。そ 

の後、ドナルド・カーターが入会する時、ロー 

タリーの活動に疑問を感じ、「奉仕」の考え方を 

持ち込み、コリンズが「超我の奉仕」の提唱。そ 

の後、アーサー・フランクリンにより「超我の奉 

仕」は修正されます。同時期に、職業奉仕の倫理 

理念として「ロータリーの目的」が提唱され、そ 

の後ハーバード・テイラー（1955～56 年 RI 会長） 

によって「四つのテスト」が提唱され、今も職業 

奉仕の基本理念、実践として広く伝わっている事 

と思います。 

＜ロータリーの行動規範・目的・四つのテスト＞ 

仲間作り、そして仲間同士の取引へ、お互いの 

信用・信頼の中で、ロータリークラブは活動して 

多くの仲間を増やしていきました。しかし、それ 

だけでなく、世の中に役立つ事、模範になる行動 

や倫理を持つ事など「奉仕」の理念で結ばれた職 

業人が国際理解、親善、平和の推進しなければな 

らないと言う考えが広がり、多くの会員に賛同さ 

れたのです。これが、「職業奉仕」がロータリー 

の根幹だと言われる由来です。 

私が綾瀬 RC に入会する時、「四つのテスト」と 

「ロータリーの綱領」（目的）の額を戴いて、今も 

会社に飾っています。綾瀬 RC は今でも新会員へ 

入会時に渡し、会社などに掲示するように伝えて 

 



 

                                    

います。ロータリーの会員は、四つのテストを意 

識して、自分の事業や社会での役割に努める事が 

実践の「第一歩」です。利害や人間関係など難し 

い事も多いですが、迷った時に「四つテスト」を 

思い出して下さい。 

＜職に就かない人は会員では無い？？＞ 

職業分類が大幅に緩和され、会員資格として職 

業は要らない?? 職業を持たない人も会員として 

所属クラブが承認すれば会員です。またローター 

アクトが、RI より正式に会員として認められ、 

我々と同様に会員となりました。ローターアクト 

は学生から社会人、会社員など幅広い人がいます。 

当然職業に就いていない人もいます。 

今までは、会社の経営者やそれに準じる職業に 

就いている人が会員（ロータリアン）として、さ 

まざまな活動を一緒に行い、「奉仕の理想」を求め 

てきました。「職業奉仕」も同様で、自分の事業に 

誇りを持って、地域やその業界において模範とな 

る行動や倫理を実践することが「職業奉仕」の根 

幹、金看板の由来です。 

では職業に就いていない人は、「職業奉仕」は必 

要ないでしょうか?? もしくは、雇われている人 

（サラリーマン）や、主婦の会員は「職業奉仕」 

は無用でしょうか？？ 

     職業は、社会活動において重要な役割を持って

います。同じようにサラリーマンの人も社会にと

って重要な役割を担っています。主婦の人も団体

役員の人も、社会活動で皆必要な役割を持って     

います。我々と同じように「職業奉仕」を持つ事

は会員としてふさわしい事と理解しています。 

    ＜職業奉仕を実践、継承していくには＞ 

職業奉仕の理念や行動規範は「職業奉仕」だけ

に収まらず、ロータリー会員の「行動の哲学」と

言われています。職業奉仕の機能を生かす事で、

会員のモチベーションを高め、入会の勧めとして

「職業奉仕」を伝えて、倫理、高潔性の高い、様々

な職種や、人材のいるクラブであることを伝える

など「職業奉仕」の機能を生かして活動しよう。 

そのためには、自分自身の仕事や社会での役割 

 

 

 

を大切にしよう。この機能を生かし、存続、継続 

していくには、後継者や若い人にこの機能を伝え 

よう。 

職業奉仕の実践については社会奉仕、国際奉仕、 

青少年奉仕とどう違うの？とよく言われます。こ 

れこそが、「職業奉仕」という実践は難しいかも 

しれません。まずは、自分自身の仕事を忠実、誇 

りをもって行うことが実践の第一歩だと思います。 

職種によって違いはありますが、建設業であれ 

ば、「安全作業」について自分の失敗談を伝え、対 

策案や改善案を関係者と協議する機会を設けるの 

も職業奉仕の実践だと思います。また長期に亘り、 

安全活動や衛生活動に従事した人を表彰する、講 

話の時間を作ることなども次世代を繋ぐ「職業奉 

仕」だと思います。 

会社や職場の清掃や、ごみの分別など率先して 

行うことで職場環境や近隣の方々とも良好な関係 

作りも「職業奉仕」かもしれません。もっと進ん 

でいけば、「職業訓練の指導」、「職場体験」、専門 

知識を要する職種を持っている方は「よろず相談」 

など実践されています。 

自分の仕事、役割の中で出来る事はたくさんあ 

ります。社員や取引先の方の安全衛生対策、労働 

や報奨の公平さなど極当たり前と思われる事も、 

「四つテスト」や「ロータリーの目的」の実践の 

第一歩です。職業奉仕から、様々な奉仕に繫がっ 

ていくことが「好意と友情」を深め、世の中に役 

立つ人を作っていくと思います。 

私は、職業奉仕はロータリーの「良心であり、 

優しさ」だと思っています。 

職業奉仕は、一時的な活動や一回の行動では出 

来ない事が多いです。実践でも、直ぐに成果が出 

ない事の方が多いと思います。例会の参加によっ 

て「親睦」を高め、お互いが「奉仕の理想」を学 

び、自己研鑽から実践に活動していくことは素晴 

らしい事だと思います。 

多くの先輩会員は、「職業奉仕」は人作りと言っ 

ています。職業を通じて、社会の役割を通じて、 

「社会に役立つ人材育成」がロータリーの役目だ 

＜裏ページに続く＞ 



  

 

と言っていいかもしれません。今後、「職業奉仕」

と言う言葉が変わったり、無くなったりするかも

しれません。高潔性や公平性、社会の為の行動を

無くさないように、「好意と友情」を深めたいと思

っています。  

残念ながら、ロータリーの会員でモラルの欠如

や倫理感の無さの話を耳にする事があります。せ

めて、そのような事が無くなるような「良き時代、

未来ある社会」を取り戻そう！と思っています。 

 

       

活発な寒気が来て 

おり、冷え込んでお 

ります。日本海側で 

は朝から雪が降ると 

ころが多いようです。 

関東でも夕方～夜に 

かけて雪が降るかも 

しれないとのことで 

す。身体が冷えると、具合が悪くなる部分も出て

くるかもしれません。お身体ご自愛下さい。 

今月は職業奉仕月間ということで、本日は地区

より、生駒職業奉仕委員長がいらっしゃっていま

す。ロータリーの目的の第２項（紙面上、略にて）

であり、我々の職業とロータリー活動がどのよう

に結びつけるか考える機会となれば幸いです。 

年度を折り返し、先週は今年度後半の活動に向

けてのクラブ協議会を行いました。今年度も残す

ところ、あと 20回（全 46回）の例会となりまし

た。残り半年も張り切って参りましょう。先週、

理事役員会が行われましたので、皆さんにかいつ

まんで情報共有させて頂きます。 

＜理事役員会の情報共有＞ 

①上半期収支決算報告について。 

・一般会計残高 3,509,164円 

（期初より約 20万円マイナス） 

・奉仕会計残高 1,171,098円 

（期初より約 4万円プラス） 

 

 

 

➁東ＲＣより３クラブ（中・東・柴胡）合同例会 

の提案。 

 2月 27日（月）夜間にて予定。場所は「敦煌」 

が濃厚ですが、今後 3クラブにて協議。 

③神奈川県弁護士会相模原支部より「横浜地方裁 

判所相模原支部に合議制裁判と労働審判を求め 

る協議会」参加のご依頼 

 相模原中 RCとして協議会参加を求められており 

ますが、理事役員会で判断しきれない点もあり、 

保留にて。第 5グループの各 RCに依頼が届いて 

おり、弁護士の会員の方が説明されているよう 

です。当クラブでは休会中の佐々木会員に問い 

合わせています。 

④空飛ぶシューズプロジェクトのシューズをフィ 

 リピンに送る件 

 櫻内年度（2017年）に実施された奉仕プロジェ 

クトで使用したシューズが、まだ櫻内会員と金 

沢元会員の会社にて保管されています。冣住会 

員が郵送した場合の費用見積りを出して頂きま 

した。送る箱数や大きさ、関税等を含めて、8 

～10万円程度。マカティボブラシオン RCの会 

員に受取りをコンタクト中です。 

＜会長幹事会の報告＞ 

・My Rotary登録のお願い 

・国際大会登録（5/27～/31）、地区懇親会登録の 

（5/27または 5/28日）のお願い 

・ロータリークラブカード登録のお願い（カード 

 使用率 1位：名古屋 RC  2位：茅ヶ崎 RC） 

・外国コインの募金箱設置推奨（ユニセフに寄付） 

・「第 2回新会員の集い」のご案内 

・ロータリー財団奨学生帰国報告会のご案内 

・ガバナーノミニー確定宣言のお知らせ（伊勢原 

 RC 松下孝会員 2025～26年度ガバナー） 

〇第５Ｂグループ 他クラブの近況 

先週の時点では、各クラブは新年夜間例会等を 

 実施した程度で、まだ今年の例会が開催されて 

いないクラブがほとんどでした。 

・各クラブの１月増強の状況 

南 RC：入会１名、退会１名 

 



 

 

西 RC：入会１名（女性）、退会１名 

中 RC：増減なし 

東 RC：退会 3名、入会予定者 2名 

柴胡 RC：増減なし 

かめりあ RC：増減なし 

退会者が出ているクラブもありますが、入会 

者も続々といます。当クラブでも、例会にゲス 

トをお招きしていきましょう。 

 

＜委員会報告＞ 

〇会員増強委員会               横江委員長 

     昨日 23日（月）に 7名 

    にて増強委員会“丸福会” 

    を行いました。今回は次 

    年度増強委員長でもある 

    河野会員にも出席頂いて 

    申し送りも兼ねて、楽し 

    く行いました。 

     また私事ですが、TV神 

奈川の「がんばる中小企業見学ツアー」で当社 

が紹介され、私も出演しています。1月 29日 

（日）18時～ですので、ぜひご覧頂ければと思 

います。（概要にて掲載） 

 

 

 

●生駒 秀之地区職業奉仕委員長（綾瀬ＲＣ） 

 本日は職業奉仕の卓話依頼、ありがとうござい 

ます。昨年から中クラブにはお世話になってお 

ります。 

●小崎会長、大井幹事 

①卓話でお越し頂きました生駒様、本日は宜しく 

お願い致します。 

➁入会記念日祝の櫻内会員、小崎会長、おめでと 

 うございます。 

③明日にかけて強い寒波と、もしかしたら雪だそ 

うです。明朝は足元にご注意して下さい。 

●冣住 悦子会員 

①入会記念日祝の櫻内さん、小崎会長、おめで

とうございます。 

②地区職業奉仕委員会の生駒委員長、卓話よろ 

 しくお願いします。 

 

 

 

●櫻内 康裕会員 

①入会記念日祝、ありがとうございます。 

②ゲスト卓話の生駒地区職業奉仕委員長、宜しく 

お願いします。 

●阿部 毅会員 

①ゲスト卓話でお越しの生駒委員長、本日は宜し 

くお願い致します。 

➁入会記念日祝の櫻内会員と小崎会長、お祝い申 

し上げます。 

●豊岡 淳会員 

本日、卓話をお願いします生駒地区職業奉仕委 

員長、宜しくお願いします。地区協の時はお世 

話になりました。ありがとうございました。 

●丸子 勝基会員、竹田 繁会員 

生駒委員長、ようこそいらっしゃいました。地 

区協では大変お世話になりました。本日も勉強 

させて頂きます。宜しくお願い致します。 

●田後 隆二会員 

①職業奉仕委員長の生駒様、卓話よろしくお願い 

します。 

②入会記念日祝の櫻内さん、小崎会長、おめでと 

うございます。 

●中里 和男会員 

①ゲスト卓話の生駒さん、宜しくお願いします。 

②入会記念日祝の皆様、おめでとうございます。 

●田所 毅会員 

①職業奉仕委員長の生駒様、本日は宜しくお願い 

します。 

➁櫻内さん、小崎さん、入会記念日祝おめでとう 

ございます。 

●伊倉 正光会員 

①生駒様、卓話宜しくお願い致します。 

②櫻内会員、小崎会員、入会記念日祝おめでとう 

 ございます。 

●横溝 志華会員 

①本日、お祝の櫻内会員、小崎会員、おめでとう 

 ございます。 

②地区職業奉仕委員長の生駒様、卓話楽しみにし 

 ています。 

本日のスマイル額  １７，０００円 

今年度の累計額  ３８９，０００円 

 

 



  

 

 

 

１．第２７８０地区ガバナー事務所より   

①次年度「地区便覧」のためのアンケートの件 

 次年度会長、幹事にはアンケートの内容確認と、 

顔写真の提出をお願い致します。 

     提出期限：2月 15日ガバナー事務所必着 

２．相模原グリーンＲＣより、創立３０周年事業 

「宇宙飛行士 野口聡一氏」講演会のご案内 

     チラシとポスターをお送りしますので、ぜひ多

くの方にお声掛け頂き、申込をお願い致します。 

  （資料は回覧にて） 

     日程：5月 14日（日）13:00開演 

     会場：杜のホールはしもと（ミウィ橋本 7 階） 

     テーマ「挑戦をやめない生き物を、人類と呼ぶ 

         －新しい世界への挑戦と多様化社会」 

     参加無料 応募期間：2月 14日～3月 14日 

 

※ロータリー財団より「確定申告用寄付金領収書」が

届きました。該当者にお渡しておりますが、再発行

できませんので、無くされないようお願い致します。 

 

      

    ２月 ７日卓話 河野 崇会員 

定例理事役員会 

１４日クラブフォーラム「クラブフューチャ 

ービジョンについて」 小崎会長 

２１日ゲスト卓話 野々山 英樹氏（相模原 

おださがＲＣ） 

 

 

 

 

 

 

 

  ●例会場 中国名采「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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・櫻内 康裕会員 2009年 1月 13日 

・小崎 直利会員 2015年 1月 13日 

 

 

 

  

点 鐘  １２：３０ 

 会 場  中国名菜「敦煌」 

司 会  冣住 悦子 ＳＡＡ 

斉 唱  ロータリーソング「我等の生業」 

ソングリーダー 諸隈 武会員 

ゲスト  地区職業奉仕委員長 生駒秀之氏 

 

＜ミニ情報／ロータリーの友 1 月より＞ 

 １９５３（昭和２８）年 1月に創刊した「ロータリーの 

友」は、今月号で創刊７０周年を迎えました。日本に 

おける地区が二つに分割される際、互いの緊密性 

と情報共有を目的に１９５３年１月、３，３００部をもっ 

て創刊。現在の発行部数は約８万９，０００部に至っ 

ております。「友」発刊の目的を改めて確認し、更に 

読みやすく、ためになる機関誌作りに努めてまいり 

ます。（一部要約にて掲載） 

 

●例会日 毎週火曜日 １２：３０～１３：３０ 

●編 集 親睦活動委員会 

 委員長：諸隈 武 副委員長：豊岡 淳 

 委員：川合 貞義、竹田  繁、黛  裕治 

    阿部  毅、早川 正彦 

 

●http://sagamiharanaka-rc.jp/ 

会 員 出席（対象者１8 名） 事前メイク者 

２６名 １９名 １名 

欠席者 本日の出席率 修正出席率 

２名 ９０．９１％ (1/10)８６．３６％ 

＜1月のお祝・入会記念日祝＞ 

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

