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2015～2016 年度 
国際ロータリーテーマ 

世界へのプレゼントになろう 
国際ロータリー会長    K. R. ラビンドラン 
 
第 2790 地区ガバナー  櫻 木 英一郎 
第 6 分区ガバナー補佐  土 屋 俊 夫 
東金ロータリークラブ会長 鈴 木 康 道 

〃      幹事 並 木 孝 治 
〃   広報委員長 小久保 良 行 

 
 

東金ロータリークラブ 概要 
Togane RC Information 

創  立 1959 年 9 月 15 日 
ＲＩ承認 1959 年 10 月 17 日 
例会日  火曜日 12:30～13:30 
例会場  東金商工会館４階 

Makeup fee \2,000 
WEB  http://www.togane-rc.jp/ 
事務所 〒283-0068 

千葉県東金市東岩崎 1-5 
東金商工会議所内 
TEL  0475-52-1101(代) 
FAX  050-3730-2559 
E-mail info@togane-rc.jp 

第 57 巻第 21 号 通巻第 2717 号 

第 2723 回 例会 

2016 年（平成 28 年）2 月 2 日 
12：30 点鍾 於：東金商工会館 4F 例会場 

 

 Program 
 

開会宣言・点鐘   

歌 

四つのテスト唱和 

誕生祝・結婚祝 

お食事 

会長挨拶 

幹事報告 

委員会報告 

会長・幹事会報告 

ニコニコＢＯＸ発表 

出席報告 

閉会宣言・点鐘 

鈴木 康道 会長 

「君が代」「奉仕の理想」 

並木 孝治 幹事 

 

かくじゅう 

鈴木 康道 会長 

並木 孝治 幹事 

 

 

親睦委員会 

管理運営委員会 

鈴木 康道 会長 

 

2 月『平和と紛争予防／紛争解決月間』 

Peace and Conflict Prevention/Resolution Month 
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会長挨拶 

 
小林 信雄 会長エレクト 

 本日は幸いにも地区の職業奉仕委員の中村様

にお越しいただいております。 

 中村様は私がカウンセラーをやっていた時に

地区の米山委員長をやっておられました。その

時に静岡の米山梅吉翁の記念館に連れていって

いただきました。 

 今日は心強いというか、ロータリー地区活動

の職業奉仕についてお伺いいたします。寒くな

ってまいりましたのでお体には十分お気をつけ

いただき、職業奉仕に全力を尽くしていただき

たいと思います。 

 

幹事報告 

 

 先週金曜日に第 6 分区会長幹事会が行われ

ました。6 分区の見直しの提案がありまし

た。 

 地区より会員増強強化運動ということで、

会長幹事会にいらっしゃいました。目標 3

千名だそうです。 

 八日市場 RC より例会変更の案内が届いて

おります。 

 市川シビック RC より創立記念例会の案内

が届いております。 

 新千葉 RC より創立記念例会の案内が届い

ております。 

 

 
 

誕生祝・結婚祝 

 
結婚祝 1月 古川秀夫会員 

ニコニコ BOX 
●写真ありがとう    高山 友二 会員 
●地区職業奉仕委員会より中村様にお越し
いただきました。卓話ありがとうございま
した。          菅原 實 会
員 
●IMの写真をいただきました。        

髙橋 邦夫 会員 

第 2722 回 例会の記録 ＜1 月 26 日＞ 
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誕生祝 1月 菅原實会員 

 

お客様紹介 

 
ご紹介： 菅原 實 会員 

 今月は「職業奉仕月間」です。通常例会が 1

月は本日のみです。本日は地区に職業奉仕につ

いての卓話のお願いを申し上げましたところ、

本日のみが通常例会でしたが、快くお引き受け

いただき中村様にお越しいただきました。 

 中村様は地区でいろいろな活動をされており、

来期は職業奉仕委員長になられるそうです。立

派な方にお越しいただき、ありがたいことです。 

 中村様は柏東 RC にご所属で、会長を 2 回も

おやりになられたとのこと。職業は建築関係で

す。これから有意義なお話をお伺いできると期

待しております。 

 職業奉仕委員会として申し上げますと、昨年

から職業奉仕委員長をお引き受けしております。

昨年は、職業奉仕実践事例集を作成させていた

だきました。今期もこれを拡充したいと思って

おりますので、ぜひ皆様の職業を通じた有益な

活動をご発表いただき、みんなで職業奉仕につ

いて考える機会にしたいと思っております。ご

協力をお願いいたします。 

 

卓 話 

 
国際ロータリー第 2790地区職業奉仕委員 中村 俊人 様 

 東金ロータリークラブの皆様こんにちは。 

 本日職業奉仕について卓話に伺いました、地

区職業奉仕委員会の柏東ロータリークラブの中

村俊人と申します。どうぞよろしくお願い致し

ます。地区委員を多く勤めて、またガバナー補

佐を務められた小林先生には、私もいつもお世

話になっています。 

 

 さて、皆様は、「ロータリーでいう職業奉仕」

について如何お考えでしょうか? 

 15-16 年度から 1 月が職業奉仕月間となりま

したが、以前は「週間」でありました。「月間」

となりましたのは 1983-84 年度からだそうで

す。 

 国際ロータリー理事会が職業奉仕習慣を設け

たのは 1978-79 年度です。 
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 さて、皆様は「1 月の職業奉仕月間」につい

てどのように理解しておられますか。職業奉仕

をやる月間なのか、又は職業奉仕を理解する月

間なのか。ロータリアンの皆様にはいろいろな

考え方ができるかと思いますが、私は、職業氏

月間は、職業奉仕理解月間ではないかと思って

います。「職業奉仕をやる月間だ」と言われる方

もいますが、職業奉仕は日頃の日常で行うこと

で、特別その月間だけするなんてことはない筈

です。職業奉仕という考え方は、ほかの多くの

奉仕団体にはない、ロータリー特有の主義主張

で、ロータリーの金看板だといわれていますが、

私も同じ思いが致します。 

 ロータリアンたるところの職業奉仕という考

え方だといわれていますね。 

 ライオンズクラブは「自由・知性・愛国」

を目標に、「明るい社会への身近な奉仕」を

合言葉にしています。 

 女性の奉仕団体のソロプチミストは、ラテ

ン語の「最善の姉妹」という意味で立派な

人格の婦人になることを目標にしています。 

私たちロータリーのようにはっきりと自信の職

業を通じて奉仕することを掲げて活動している

ものはないと思います。 

 職業奉仕として、建設業や他の職業で、直接

公共事業などをしていて社会に貢献しているか

らそれは職業奉仕になっていると思っている方

もいますが、社会に貢献しない職業や社会と何

ら関連のない職業なんであるはずがない。 
 勘違いしてはいけないことは、「職業を通じて

社会に奉仕することが、ロータリアンの職業奉

仕」であって、仕事をすることが職業奉仕では

ありませんよ。ということですね。 

 「ロータリーでいう職業奉仕」とは、自分の

職業に「誇り」と「愛情」をもって最大級の努

力をし、単なる金儲けではなく、ロータリーで

いう奉仕の精神で地域や社会生活に関連して、

どれだけ重要性持っているかという「誇り」に

なると思います。 

 自身の仕事を通じて行ったことで「受益者」

は誰なのか。 

 地域の皆様が、又は誰かが受益者となるので

あれば、それは社会奉仕であり、仕事を通じて

奉仕活動をし、そこで得た信用や信頼をロータ

リアン自身が得たならば、それは職業奉仕です

ね。 

 

 例を挙げてお話をいたしましょうか。このよ

うな話はいかがでしょうか。あるロータリーク

ラブの話です。 

 自分の所属しているロータリアンの中で、動

物病院を経営している仲間がいました。そのロ

ータリアンは、ある時、近くの保育園の園児が

遊ぶ砂場が気になりました。砂場は犬や猫など

が来て糞をしますので、蟯虫検査の奉仕活動を

されたそうです。砂場では非常に不衛生で、園

児が知らないうちに病気に感染してしまいます。

これは、園児が安全に遊べるように園児の健康

管理を目的に行ったそうです。 

 ではこの奉仕活動は、誰が受益者なのでしょ

うか？自分以外の保育園児であり、その府警で

有。また今日今日ですので役所の担当かです。

そうすると、この奉仕活動は、社会奉仕となり

ますね。 
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 ではこの奉仕活動において、自分自身が受益

者になるにはどういう場合でしょうか。それは、

園児の親・又は保育園、又は役所から、ロータ

リアンの仲間に対してどのような感情を持つか。

自分の職業を通じて子供たちの健康管理につい

ての奉仕活動を行った。自分のできる奉仕活動

に対して皆さんが尊敬の念を持つに間違いない

でしょうね。 

 このロータリアンは、信用と信頼を「砂場の

蟯虫検査」の奉仕活動で得たと思います。社会

奉仕を実践することによって自分自身が得るこ

とですね。 

 その地域社会から、地域の人々から「尊敬と

信用と信頼」を得ること、受益者はご自身とな

り、これが職業奉仕です。 

 「最も多く奉仕するもの、最も多く報われる」

ですね。 

 

 自分の職業に誇りを持つこと、自分の職業に

責任を持つことがとても大切だと思います。威

張ってばかりでは困ります。 

 誇りには責任を持たないとなりませんね。 

 でも、誇りや責任ばかりでは、事業を営む上

では発展はしません。そこに「事業経営の努力」

が必要だということは言うまでもありません。

ロータリーの職業奉仕とは、「職業を営む事（金

を儲けること）が、世のための人のための奉仕

となる」と言っていますね。この言葉の理解は

人それぞれで難しいところですね。職業奉仕に

はいろいろな取り組み方がありますが、基盤は

一つです。 

 「ロータリアンは、職業を通じて社会へ貢献

しなければならない」ということです。食魚奉

仕の基本をご自身で問いかけてみましょう。 

 「他の人にもう少し優しくなり、力になって

あげられるために、日常の中で何ができるだろ

う」というのは、職業奉仕は日々この基本を実

践しなければならないものですね。よく、「職業

奉仕は難しい」とか「職業奉仕はわからない」

という方が終われますが、決して難しくもわか

らないものでもありません。「自分のやっている

ことを一生懸命、正しくやるんだ」ということ

ですね。 

 

 職業奉仕を語るうえでどうして避けて通れな

いところがあります。 

 

 「ロータリーの網領」が「ロータリーの行動

規範」に変わりました。また、CLP が国際ロー

タリー理事会より提唱されております。その中

で職業奉仕は、奉仕プロジェクト委員会部門の

小委員会に属しています。クラブにおいては必

ずしも小委員会は作らなくてもよいというもの

があります。 

クラブによっては職業奉仕委員会が無くなっ

てしまう可能性があります。なぜにそのような

ことを言うかというと、クラブの会長・幹事で

さえ「職業奉仕とは何か」を理解せず、他の委

員会と比べて「あまりよくわからない委員会」

であるから、CLP によって職業奉仕がクラブの

委員会からなくなってしまう可能性があります。

無くなってしまうと、今ロータリーの基本理念

の職業奉仕を誰が説明するのでしょう。 
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ぜひこの職業奉仕委員会をクラブに残してい

ただきたいと思います。 

 クラブの中で職業奉仕について語っています

か？食事の時や、ロータリアン同士で是非話し

てみてください。ロータリーの原点である「職

業奉仕」を理解し、ほかの団体と違う、ロータ

リーの仲間全員が「ロータリークラブに入って

よかった」と思っていただけるようなクラブを

作りましょう。 

 この良い機会が例会の食事の時やまた、ファ

イヤーサイドミーティングなどの時間を作って

の仲間交流ではと思います。 

 このような職業奉仕について、ぜひクラブの

職業委員長自らクラブ内で話してみていただけ

たらと思います。人前で話すのは決してやさし

いものではありませんが、ぜひお願いをいたし

ます。 

 本日はありがとうございました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出席率  1月 26日 
会員数 出席率 コイン BOX 

21名 81.25％ 1,600円 
 

欠席・Makeup の連絡は，前日までに（緊急
の場合は当日 10 時までに）事務局宛に，電
話・ＦＡＸ・Ｅメールにてお願いします。メー
キャップ先への事前連絡もお忘れなく。 
 

電話 0475-52-1101 / FAX 050-3730-2559 
Email: info@togane-rc.jp 
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