
 

◇歌唱 「我等の生業」「覇気あれ我クラブ」  ◇会長挨拶    

◇幹事報告          ◇委員会報告［指名委員会 他］ 

◇卓話  研修卓話 山口利通会員 『ロータリーと奉仕活動 決議２３－３４』 
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2018-2019 年度 

painted by Kenzo Tanaka 

第 59代会長 岩澤 あゆみ 

第 59代幹事 中山 冨貴子 

2018 年 10 月 18 日（木） 第２８２４回例会 天候：晴れ 司会：杉本剛昭副幹事 No. 15 

＝本日の例会行事＝ 

◎ゲスト・ビジター紹介 

木村光太朗様 （岩澤あゆみ会員ゲスト）薗 信雄様 （東京銀座

ＲＣ） 

◎幹事報告 

◇ガバナー事務所より   

＊地区大会 御礼状 

＊２０１９－２０年度ガバナー補佐及びオンツー・ホノルル国際大

会委員会委員 就任委嘱の件 

 ◉第４グループ ガバナー補佐及びオンツー・ホノルル国際大

会委員会委員…和田幸男会員 

◇米山記念奨学会より  『ハイライトよねやま ２２３』 

◇タウンニュース 

◎委員会報告 

小澤会員［親睦］：クリスマス例会の確認 

横山会員［指名委員会］：例会後に委員会開催の確認 

 

上）委員会報告の小澤会員・横山会員、出席報告細井会員 

下）大箭会場監督・スマイル石田会員・ソング河本会員 

スマイル報告 石田貴一会員 

伊藤留治君 薗様、木村光太朗様、ようこそお越し下さいまし

た。山口さん、卓話楽しみです。 

田中賢三君 東京銀座ＲＣの薗様、ようこそいらっしゃいまし

た。いつも有難うございます。木村さんこんにちは。ごゆっく

りなされて下さい。山口さん、研修委員会としての本日の卓話

よろしくお願いします。ロータリーの奉仕の原点を熱く語って

下さい。 

小八木隆男君 久々の例会出席となります。9 月下旬～10 月

上旬にかけて申し訳ありませんでした。山口さん、本日の卓話

宜しくお願い致します。 

熊澤孝之君 地区大会参加の皆様、おつかれ様でした。懇親会

は腰痛の為、失礼しました。ゲストの木村様ようこそ。10/4の

例会は欠席で失礼しました。結婚祝を予定されていましたが、

2017 年 10 月で金婚式となりました。良くもったものだとお

互い感謝の気持ちでいるようです。 

杉本行廣君 木村光太朗さん、薗さんようこそ。木村さんは私

の同業者ですから、会員の皆様よろしくお願いいたします。 

山口利通君 本日久し振りの卓話です。こんなむずかしいテー

マをよく引き受けたと思います。期待はしないで下さい。 

斉藤信夫君 山口さん、卓話聞いています。 

成田栄二君 ゲストの木村さん、入会お待ちしています。山口

さん、卓話よろしくお願いします。 

河本啓伸君 ご心配をお掛けしておりますが、ナント自筆でス

マイルを書くまでに回復しました。週報ならびに年次報告の編

集もようやく再開しましたので、もうしばらくお待ち下さい。 

大森久巳男君 岩澤あゆみ会長ゲスト木村光太朗様、ようこそ

いらっしゃいました。ごゆっくりどうぞ。 

和田幸男君 山口さん、卓話楽しみです。 

出口敬純君 木村さんようこそいらっしゃいました。山口さ

ん、卓話楽しみです。 

吉田恵子君 地区大会出席の皆様おつかれ様でした。桜が狂い

咲きしているとの事、びっくりです。山口さん、卓話とても楽

しみにしております。 

mailto:c3rc@io.ocn.ne.jp


日時 回 現会員 計算会員 出席 ＭＵ済 欠席 暫定出席率 修正出席率 

１０／１８ ２８２４ ４５ ４０ ３５ ３ ２ ９５．００％  

１０／４ ２８２２ ４５ ３７＋５ ３３ ０＋６ ３ ７８．５７％ ９２．８６％ 

 

 

 

出席報告 細井年春会員 

さてここでお医者さんが海外の難民地域で医療活動を行う

と、これは何の奉仕にな るでしょうか?もちろん職業奉仕で

あり、又社会奉仕でもあり、又国際奉仕でもあります。そし

てクラブのための奉仕でもあります。従って職業奉仕は奉仕

の中心であり、まさにロータリー活動の根幹をなすものであ

ります。 

ところでロータリーにおける職業についての意味合いは何

でしょうか? 

ロータリーの初期には今の職業奉仕の概念は無く、当初は

実業人の集まりで、利益のみを追求する相互扶助団体であっ

た。今ロータリーの職業をボケーションと言うが、当時は職

業をビジネスと呼んでいた。後に「ロータリーの哲人」と言

われたアーサー・シェルドンは、会員同士が職業に於ける諸

問題を相談するようになるのを見て、これは会員同士の思い

やり、即ち奉仕と考えて Vocational Service、職業奉仕と名付

けたのです。 

そしてまたポール・ハリスやシェルドン等はプロフェッシ

ョンという職業人の概念を取り入れたのである。即ち当時の

専門職業人(医師、教師、弁護士など)は私利私欲より社会の為

に尽くすという奉仕の精神が強かったのです。これがロータ

リーにおける職業奉仕の始まりである。 

しかし昔から日本では、すでに仏教、儒教、神道などの影

響で、世の中に尽くすべきであるという奉仕の概念が確立さ

れているのである。その考えの代表的な人物に、江戸時代の

農政家、思想家である二宮尊徳がおります。彼の職業観は報

徳思想と呼ばれる、至誠、勤労、分度、推譲という考えであ

る。至誠は、即ち天に背くな、勤労は真面目に働く、分度は

自分の分をわきまえよ、推譲は余った利益は社会に還元せよ

ということである。まさにロータリーの職業奉仕の考え方そ

のものであります。 

(そしてここが大事な事であるが、この様な言葉を残してい

ます。「経済の伴わない道徳奉仕は戯れ言であり、道徳奉仕の

伴わない経済は罪悪である。」まさに職業奉仕をす単上での基

本的な考えであります。) 

又二宮尊徳の教えで有名な「たらいの水」(箱根の福住楼)で

は、まず人に与えれば、この水と同じように自分に返ってく

る、即ち 23-34 条の言う、最も奉仕する者は、最も報いられ

る、というロータリーの社会奉仕の行動指針と同じことを言

っています。古くは「己を忘れて、他を利するは、これ慈悲

の極みなり」最澄の言葉です。 

また明治大正時代に活躍した、著名なジャーナリストの徳

富蘇峰は「欧米思想の精神文化を日本流に上手く取り入れた

のが、ロータリークラブである。」と言っている。 

この日本流という意味は、仏教思想を取り入れたことであ

る。例えば鎌倉時代の名僧道元禅師が著した有名な「正法眼

蔵」のなかに「洗浄」洗い浄める、の項目があり、その中に

「両辺汚すことなかれ」という言葉があります。これは便座

を汚すなということです。 

他人が見ていない一人だけの場所で他の為に、自分を律す

るという行を常に行うべ きであるとい 

うことです。これ即ち陰徳であります。 

そしてこれが他を思い遣る、職業奉仕の 

精神につながるのです。 

最後に米山梅吉翁の言葉に、「目立た 

ない所に仕事があり、思わぬ所に喜びが 

ある。」 

これが職業奉仕であります。 

澤邑重夫君 薗さん、木村さんようこそ。昨日は茅ヶ崎第一中

学の合唱祭があり、４番目の息子は、ハンドベルを鳴らし、私

を感動させてくれました。そういえば、我がクラブにもハンド

ベルがあったような。 

大箭剛久君 地区大会、お疲れ様でした。私は午前中の新世代

交流会から参加しました。次の世代を担う学生達が真剣に話し

合う様子を心強く感じました。Boys, Be Ambitious! 

水嶋 聡君 本日はひらつかテクノフェア 2018初日で、3日

間行っています。（有）水嶋企画では 3D 事業にドローン担当

で参加しています。お時間ある方はどうぞ遊びに来て下さいま

せ。皆様に幸有れ！ 

北村公子君 さわやかな季節になりました。木村光太朗様よう

こそ。バーベキューは楽しかったですね。地区大会おつかれ様

でした。 

木村信一君 光太朗さん、いらっしゃいませ。木村ファミリー

楽しみです。いつも楽しい山口さん、卓話楽しみです。 

畠田宏治君 茅ヶ崎のアロハビズは 5月から 10月までです。

市役所や商工会議所では、まだみなさんアロハシャツを着てお

り、故服部市長や伊藤和明さんはじめ、多くの方のホノルル市

との関係づくりへのご尽力を思えば、と寒さこらえて今日も着

ています。大竹さんもえらい！ 

岩澤淑江君 すごしやすい季節になってまいりました。木村

様、薗様ようこそおいでいただきました。山口さん、卓話楽し

みです。 

小澤雅彦君 薗様、木村様いらっしゃいませ！山口利通会員、

決議 23-34に関する卓話、とても楽しみです。勉強させていた

だきます！ 

橋本正一君 ゲストの木村さんこんにちは。メンバーの皆さ

ん、地区大会ご苦労様でした。私は新世代交流会から参加しま

したが、若い人達の発想ってすばらしいですね。勉強になりま

した。 

木村邦佑君 ゲストの木村様、薗様、ようこそ。ゆっくりして

いって下さい。マジメな方の木村です。 

橋本祐一君 ゲストの木村様、茅ヶ崎ＲＣにようこそいらっし

ゃいました。山口さん、卓話楽しみにしています。 

石田貴一君 ゲスト・ビジターの皆さん、いらっしゃいませ。

山口さん、卓話楽しみにしております。 

［本日 27件、32,000円です］ 

卓話「ロータリーと奉仕活動 決議２３－３４」 

クラブ研修委員会・山口利通会員 

ロータリーの奉仕には、クラブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕、

国際奉仕などがあるが、職業奉仕以外は、～に対してという

言葉が当てはまるが、職業奉仕だけは、～に対してという言

葉は当てはまらない。これは他の奉仕は目的であって、職業

奉仕は手段だからです。つまり職業を手段として社会に奉仕

することです。 

ここでロータリーで言う「奉仕」とはどの様な意味なので

しょうか?普通奉仕と言うと、何か自己犠牲を伴い、他を利す

るという意味に取られ易いと思います。しかしロータリーで

は奉仕とは「他人への思いやり」という意味なのです。です

からクラブ奉仕はクラブへの思いやり、社会奉仕は社会への

思いやり、国際奉仕は国際への思いやり、そして職業奉仕は

職業に於ける諸問題について思いやること、つまり相談、コ

ンサルティングであります。また奉仕を木の大木に例えると、

根っこはクラブ奉仕、中心となる樹は職業奉仕、枝は社会奉

仕と国際奉仕になります。ですから職業奉仕は奉仕活動の根

幹になります。 


