
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔事務局〕 〒253-0044 茅ヶ崎市新栄町 13-29 茅ヶ崎商工会議所 3階 TEL：0467-83-6060  FAX：0467-83-9915 

メール：c3rc@io.ocn.ne.jp  〔例会場〕〒253-0073 茅ヶ崎市中島 1341 コルティーレ茅ヶ崎 TEL : 0467-87-0002 

 

 

＊＊＊茅ヶ崎ＲＣ会報は当クラブホームページ［http://www.chigasaki-rc.com］からもご覧頂けます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

◇歌唱 「我等の生業」 「故郷」    ◇入会セレモニー 木村信一君（紹介者：澤邑重夫君) 

◇会長挨拶     ◇幹事報告    ◇委員会報告 親睦 他 

◇卓話 「私の考える職業奉仕」 松宮 剛様（前ＲＩ理事・茅ヶ崎湘南ＲＣ） 

 

RI 2780      茅ヶ崎ロータリークラブ週報  

                      
 

第 55代会長 澤邑 重夫 

第 55代幹事 古知屋光洋 

1960   8  10 

 

＝本日の例会行事＝ 

年

  

月 日創立 

地区 

２０１４～２０１５年度 

2014 年 11 月 13 日（木） 第２６５０回例会 天候：晴れ 司会：古知屋光洋幹事 No. 19 

◎ゲスト・ビジター紹介 

松宮 剛様 （ゲストスピーカー・茅ヶ崎湘南ＲＣ）  

堀口昌信様 （茅ヶ崎中央ＲＣ） 

◎幹事報告 

◇ガバナー事務所より  

＊選挙人会の結果につきまして  制定案①・②･③ 決議

案④・⑥・・・採択   決議案⑤・・・不採択 

＊ロータリー財団奨学金申請者選考結果およびオリエンテ

ーションの通知 

 ・当クラブ推薦 岡田花香さん 候補者として決定 

 ・オリエンテーション  １１/16（日）１３：００～１５：００ 第

一相澤ビル ２階会議室 

＊米山学友会主催「国際交流会」の開催の案内  ・１２/１

３（土） １３：３０開会 ・「清風」 ・会費：３，０００円 

◇全国ロータリークラブ野球大会事務局より  第３２回全

国ＲＣ野球大会（親睦大会）開催について 

 ・大会期日…平成２７年５月～７月 ・阪神甲子園球場 ・

参加費…５００，０００円  申込締切：１１/２８（金） 

◇米山記念奨学会より  ハイライトよねやま １７６ 

◇茅ヶ崎市より   

＊ハワイ州ホノルル市・郡と茅ヶ崎市との姉妹都市提携式

完了の報告  

＊ハワイ商工会議所と茅ヶ崎商工会議所の調印式執行の

報告  

＊木村副市長 急逝について 

◇タウンニュース 

◎例会変更 

☆平 塚    １１/２０（木） 休会 

◎会報 着  台北西北・大磯・寒川・綾瀬 

◎委員会報告 

親睦［岩澤会員］：12/18（木）のクリスマス家族会の出欠

確認、オークション商品は今月末の例会より受付 

地区大会実行委員会［加藤会員］：例会後に委員会がある

旨の確認 

 

スマイル報告 加瀬義明会員 

松宮 剛様（茅ヶ崎湘南ＲＣ） 長らくのご無沙汰お許し下さい。

本日はよろしくお願い致します。 

澤邑重夫君 お客さまようこそ。松宮さん、本日は卓話よろしく

お願いいたします。木村さん、入会おめでとうございます。これ

から末永くよろしくお願いいたします。 

古知屋光洋君 新入会の木村さま、おめでとうございます。ロー

タリーライフを楽しんで下さい！ 

田中賢三君 木村さん、入会おめでとうございます。エンジョイ

ロータリーです。松宮直前ＲＩ理事、こんにちは。本日の卓話よ

ろしくお願いします。堀口さん、ようこそ。 
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◎出席報告 半田朋子会員 

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 

１１／１３ ２６５０ ４１ ３８ ３４ １ ３ ９２．１１％  

１０／３０ ２６４８ ４０ ３４＋４ ２９ ２＋３ ４ ８１．５８％ ８９．４７％ 

 卓話「私の考える職業奉仕」（職業奉仕月間卓話） 

ＲＩ前理事・松宮 剛様（茅ヶ崎湘南ＲＣ） 

■Ｒ Ｉ理事会での議論(2014年 1月の理事会） 

職業分類が示す多様性の価値確認 

「ロータリーの目的」、「四つのテスト」、「ロータリーの行動規

範」は、職業奉仕の基盤、高潔性の涵養、倫理的行動推進の証

しとして更なる周知と普及を図る 

職業奉仕委員会を地区に義務付ける 

「ロータリーの目的」及び同第 2項の強調と普及 

■『手続要覧』が示す職業奉仕 

職業奉仕は、あらゆる職業に携わる中で奉仕の理念を実践して

いくという目的を持つものである。 

会員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。 

「ロータリーの行動規範」改訂版 

■Ｒ Ｉの考える職業奉仕 

「自分の職業上のスキルを生かして他の人々を助ける事」に重

点を置いている。互いの職業について学び合う、職場訪問、就

職相談、企業に関する研修などをクラブが実施する職業奉仕プ

ログラムとしてあげている。「ロータリーの目的」第 2 項を土

台とする。言動を通じて倫理的な行動を周囲に促す。 

■「職業奉仕入門」（２５５－ＪＡ） 

職業奉仕を明確に定義することは容易ではありません。しか

し、職業奉仕を「一つの生き方」と捉えているロータリアンも

少なくありません。職業奉仕に意欲と情熱を感じる人にとっ

て、ロータリーほどその実践に相応しい場はありません。職業

奉仕はロータリーの真髄であり、他の団体と分かつ要素でもあ

ります。 

■ロータリーを機能させる前提 

 私たちは、この地球を核とする生命環境が、総ての生きとし

生けるものに平等な機会として与えられてこそ、世界は最良の

状態となることを主張するものである。       

（1915年職業倫理訓第 11項後段：松宮改変） 

■ロータリーの目的と奉仕の理念 

ロータリーの目的は、ただ一つ 「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」 

補足事項第 2項は、ロータリーが主張する職業観を語っている 

奉仕の理念(理想）：自分が持っている能力（心・技・体）を絶

えず練磨し、他者を生かすために出来る限りの貢献をすること

こそが人間の生き方として唯一で最高のものだというロータ

リーの根本的な考え方。それは愛。 

■四大奉仕あるいは五大奉仕 

ロータリークラブが活動をする際に常に関心を持つべき視点、

あるいは行動の枠組みである。ロータリーの五大奉仕部門は、

本ロータリークラブの活動の哲学的および実際的な基準であ

る。(標準ロータリークラブ定款第 5条） 

一つの活動に五大奉仕のより多くの視点が働いているほどロ

ータリーらしい活動と言える。 

■私の考える職業奉仕 

「ロータリーの目的」の実践、即ち職業に 

関わる総ての場面で「奉仕の理念を実践し、 

生かしていく」こと。ロータリーの親睦に 

よる絶えざる自己研鑽が職業に及ぼす力を 

無視してはならない。R Iが考える、単な 

るロータリークラブの活動の枠組み以上の 

もの。 

「ロータリーの目的」第 2項を土台としているというのは誤り

と考える。「ロータリーの目的」全体こそ。 

伊藤留治君 松宮様、本日はお世話になります。 

池上 實君 パストガバナー、元ＲＩ理事の松宮剛様ようこそ。

なつかしい感じですヨ。卓話楽しみにしています。 

山口利通君 松宮様ようこそ。本日はよろしくお願い致します。

所用につき、中途退出致します。 

加藤 寛君 松宮ＰＧようこそ。本日は宜しくご指導の程お願い

致します。 

吉田恵子君 となりの畑の古郡さんがみかんを枝から取ってくれ

ました。おいしかったです。茅ヶ崎のみかんもばかにできないと

思いました。ちなみに古郡さんは寒川ロータリーの会員だそうで

す。86歳とは思えない元気な方です。 

和田幸男君 新会員木村さん、入会おめでとうございます。松宮

前ＲＩ理事、よろしくお願い致します。 

大森久巳男君 茅ヶ崎湘南ＲＣ松宮様、ようこそいらっしゃいま

した。卓話楽しみです。宜しくお願い致します。新会員木村信一

君、入会ようこそ。心から歓迎致します。 

成田栄二君 木村さん、入会おめでとうございます。ゲストスピ

ーカーの松宮前ＲＩ理事、卓話よろしくお願いします。 

出口敬純君 木村信一さん、入会おめでとうございます。 

横山 貢君 本日入会の木村君、おめでとうございます。茅ヶ崎

湘南ＲＣ松宮様、卓話宜しくお願いします。 

河本啓伸君 いよいよ明後日に迫りました天才ミュージシャンの

ライブですが、本人の人望ゆえか、チケットが完売するという恐

ろしい事態になっています。というわけで、残念ながら当日券は

ございませんので、ご了承下さいませ。おいでになる方は心の準

備を充分なさってからお越し下さい！ 

水嶋 聡君 皆様に幸有れ！ 

清水賢一君 木村さん、入会おめでとう。松宮様、ようこそ。卓

話楽しみにしています。 

程島利通君 松宮様、本日卓話有難うございます。 

杉本行廣君 10日に病院を出してもらい、自宅療養中です。皆様

に御心配をおかけしたことに感謝して。松宮前ＲＩ理事ようこそ。

本日はよろしくお願い致します。 

杉本剛昭君 木村さん、入会おめでとうございます。心より歓迎

申し上げます。松宮さん、昨日はお世話になりました。卓話伺う

ことを楽しみにしております。 

西山国男君 松宮パストガバナーいらっしゃいませ。卓話宜しく

お願いします。木村さん、入会おめでとうございます。 

大箭剛久君 今週は近くの中島中学校から職場体験学習のため、

２年生男子が二人来ています。その初々しさに職場がなごんでい

ます。 

北村公子君 今週は中島中学校の生徒さんが職場体験学習に来て

います。孫と同じ年齢の生徒と楽しく仕事をしています。良い体

験になってくれればいいと思っています。男子は船に乗り、漁に

出ています。女子は店員見習いです。 

富田桂司君 先週は例会欠席にて申し訳ありませんでした。昨日

は澤邑会長・杉本さんとメーキャップに行って参りました。ダイ

エットは 1.5ケ月で 10kg減量出来ました。年末までに更に 10kg

減量目標にて例会場までウォーキングは続け 

るようにがんばります。 

大木 暁君 私事ですが、今日は結婚記念日 

です。今朝、娘が手紙をくれました。嬉しか 

ったです。 

加瀬義明君 パストガバナーの松宮様、本日 

は卓話よろしくお願い致します。木村さん、 

入会おめでとうございます。今後とも宜しく 

お願い致します。 

［本日 26件、36,000円です］ 

 


