
 

◇歌唱 「我等の生業」   ◇黙祷［故・池上實会員／故・伊藤留治会員］ 

◇会長挨拶（第 46回米山功労クラブ表彰） ◇幹事報告 ◇ＩＭキャラバン ◇委員会報告［職業奉仕］  

◇卓話 「職業奉仕卓話」 生駒秀之様（綾瀬ＲＣ 地区職業奉仕委員長） ※スマイル報告は別紙 
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第 63代会長 中山冨貴子 

第 63代幹事 富田 桂司 

2023 年 1 月 19 日（木） 第３００１回例会 天候：曇り 司会：安武 勝副幹事 No. 26 

 

＝本日の例会行事＝ 

IMキャラバン隊。左から當間・神尾・堀川・林・廣江様 

◎黙祷 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ゲスト・ビジター紹介 

生駒秀之様 （地区職業奉仕委員会 委員長・綾瀬ＲＣ）當間安

弘様（ガバナー補佐）竹内悟門（ガバナー補佐幹事）神尾元洋様

（茅ヶ崎中央ＲＣ会長）堀川正夫様（ＩＭ委員長）林正基会員（ＩＭ

副委員長）廣江基一会員（以上茅ヶ崎中央ＲＣ）  

◎ＩＭキャラバン 

◉ＩＭ開催日…３/５（日）  

◉合同例会 １３：００点鐘   

◉ＩＭ…１３：３５～１５：４０   

◉懇親会…１５：５０～１７：００ 

委員会報告の橋本会員［職業奉仕］⇒ 

 こんにちは、本年度地区職業奉仕委員会へ卓話依頼ありが

とうございます。本年度の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、前沢委員長が「ロ

ータリアンの行動原理」をテーマに卓話を行いました。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？ 地区な

どの委員会も「奉仕委員会」の中の「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。 

確かに先輩会員の皆さんにすれば、「職業奉仕」があるからロ

ータリーの存在価値があると仰る方は、たくさんおります。例

会の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、 

職業奉仕卓話 

生駒秀之様 

（地区職業奉仕委員長） 
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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 

１／１９ ３００１ ４３ ４１ ３０ ２ ９ ７８．０５％  

１／５ ２９９９ ４３ ４０＋１ ２９ １＋２ ９ ７３．１７％ ７８．０５％ 

 

 

 

 

 

 

出席報告 岩井 泰会員 

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」友達つくり仲間作りです。その後、ドナルド睦」友達つく

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。

コリンズの「超我の奉仕」の提唱、その後、アーサーフランク

リンによって、「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」が提唱されました。四つのテストは今も「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。 

 職業分類が大幅に緩和され、会員の資格として職業はいら

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

トは学生が中心なので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）として様々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」も同様です、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

ないのでしょうか？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る、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

続してゆくには、後継者や若い人にこの機能を伝えよう。 

 職業奉仕は一時的な活動や 1 回の行動では出来ない事が多

いです。実践においてもす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」

は人つくりと言っています。職業通じて、社会の役割をつうじ

て、「社会に役立つ人材育成」がロータリーの役目だと言って

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

会の為の行動をなくさないように「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方でモラルの欠如

や倫理感の無さの話を耳にする事があります。せめてロータ

リーの会員からは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。  

 ご清聴ありがとうございました。 

出席への意義を伝える事すら薄れてきています。ジェニファ

ーRI会長、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います。ローターアクトの

会員も私たち会員も同じロータリークラブの会員となりまし

た。ローターアクトの会員の方には、職業に就いていない人も

多くいます。また、私たちの会員の仲間に於いても、従来の職

業分類に属さない方もおられます。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。 

 2021-22年度の「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ました。質

問は 4 項目あり、4 乃至 5 択を選んで頂く方式でした。その

中で「職業奉仕」についてどのくらい理解されているか？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

説明出来ない 59％ 難しくて理解出来ない 19％でした。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多くあると思います。また、最近

では、先輩会員との炉辺会合や「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、悪い事などはわかっていてもどのように説明、伝えていく

となると難しいと回答されるのはわかります。私も会社や家

庭の中で、仕事における予定や目標、危険作業などを社員や協

力会社社員へつたえますが、日々の中で「職業奉仕」を伝える

事はありません。どのような機会にどのように伝えるかは、昔

は「先輩や親の背中を見ろ」と言っていましたが、・・・ 

 二つ目の質問で「職業奉仕」について知りたい事を尋ねまし

た。職業奉仕をクラブで説明する方法 31％ 職業奉仕の目

的について 1８％ 歴史について（流れ）22％ 実践につ

いて 24％でした。①の質問と重なりますが、クラブの後輩や

クラブ内の委員会などで説明、どのようにクラブでの「職業奉

仕」の説明をしたらいいのか？の回答が多かったです。歴史、

目的にしてもクラブ卓話や活動計画書つくりに苦慮している

のかと思いました。実践について少ないのは意外でした。実践

は、もっと難しいですね ＲＩやロータリー関連の図書から

もたくさん「職業奉仕」について書物や資料があります。マイ

ロータリーの中でもたくさんの資料、昨年の地区委員会での

ビデオや以前地区職業奉仕の瀧澤委員長の「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職種があるように様々

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の殆どが言っています。

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。 

 さて、ロータリーの誕生、職業奉仕の歴史（流れ）について

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、信頼出来る仲間作り」から始まっています。

皆さんがロータリーに入会された時の理由に「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 
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スマイル報告 水嶋 聡会員 

生駒秀之様（綾瀬 RC 地区職業奉仕委員長）あけましておめ

でとうございます。本日、地区職業奉仕卓話のご依頼ありがと

うございます。少しでも役に立てば幸いです。 

當間安弘様（茅ヶ崎中央 RC ガバナー補佐）本日は IMの PR

に伺いました。記憶に残る IM を茅ヶ崎中央 RC 実行委員会

と共に創り上げていきます。3月 5日、寒川の地でお会いでき

ますことを楽しみにしております。 

竹内悟門様（茅ヶ崎中央 RC ガバナー補佐幹事）本日は職業

奉仕についての卓話、勉強させていただきます。どうぞ宜しく

お願い致します。 

堀川正夫様（茅ヶ崎中央 RC IM 実行委員長）・林正基様（同

副実行委員長）・神尾元洋様（茅ヶ崎中央 RC会長）・廣江基一

様（茅ヶ崎中央 RC）本日 IMの PRに伺いました。皆様の御

参加を心よりお待ちしております。 

中山冨貴子君＆富田桂司君 生駒地区職業奉仕委員長、卓話

宜しくお願いいたします。IMキャラバンでお越しくださいま

した茅ヶ崎中央 RC當間 AG、神尾会長、堀川実行委員長、林

副実行委員長、廣江様、竹内様ようこそ。どうぞ宜しくお願い

いたします。先週の 3000回記念例会、クラブ皆さまのおかげ

で無事に終了できましたこと、感謝申し上げます。 

田中賢三君 當間ガバナー補佐はじめ茅ヶ崎中央RCの皆様、

本日 IMキャラバンたいへん御苦労様です。生駒委員長、職業

奉仕のスピーチ楽しみにしております。中山会長はじめクラ

ブの皆様、3000回大成功たいへんおめでとうございました。 

和田幸男君 生駒地区職業奉仕委員長、卓話よろしくお願い

致します。當間ガバナー補佐をはじめ IM キャラバンの皆さ

ん、ようこそいらっしゃいました。 

伊藤和明君 黙祷ありがとうございました。 

山口利通君 本日は多数のゲストの皆様よくいらっしゃいま

した。有難うございます。 

成田栄二君 生駒委員長、高邁な職業奉仕の卓話、期待してい

ます。IMキャラバンの當間 AGはじめ茅ヶ崎中央 RCの皆様

ようこそ！ 

河本啓伸君 IMキャラバン隊の皆さん、ご苦労様です。生駒

さん、卓話楽しみにしています。先週の 3000回例会、中山会

長・杉本実行委員長はじめ、皆さんお疲れ様でした。次は 4/16

のかわもとライブでお会いしましょう。 

杉田祐一君 生駒地区職業奉仕委員長、當間ガバナー補佐・神

尾会長をはじめとする茅ヶ崎中央 RC の皆様ようこそいらっ

しゃいました。卓話ならびに IM楽しみにしております！ 

 

澤邑重夫君 生駒さん、卓話よろしくお願いいたします。IM

キャラバンのみなさま、おつかれさまです。IM出席させてい

ただきます。さて、読谷村は田舎ですね。2日も行くと知り合

いができてしまいました。飲み屋の選択肢がないから当然で

すね。そして、那覇ロータリークラブへメイキャップに行って

まいりました。沖縄の大物たちの前で茅ヶ崎を宣伝してきま

した。やっぱりステーキは、いきなりステーキのパクリではな

いことが確認できました。 

大箭剛久君 3000回例会、お疲れ様でした。久しぶりに河本

さんバンドとご一緒させていただきました。「覇気あれ我がク

ラブ」の「友ありて 語り合い～」のフレーズのところで「友

ありて たかり合い～」だったら笑っちゃうな、などと思った

ら頭から離れなくなってしまいました。本番で間違えないで

良かったです。 

加瀬義明君 IMキャラバン隊の皆様ようこそ。生駒様、卓話

よろしくお願い致します。 

杉本剛昭君 お客様方ようこそお越しくださいました。火曜

日に地区外へ久しぶりにメーキャップしてきました。またメ

ーキャップツアーを企画しますので、みなさん是非ご参加く

ださい。 

木村信一君 ゲストの皆様、ようこそいらっしゃいました。い

つもありがとうございます。 

橋本正一君 綾瀬 RC の生駒様、卓話よろしくお願い致しま

す。来週 25日水曜日は世田谷 RCの例会への参加と、築地本

願寺の職業奉仕体験です。参加の皆様、集合場所のご確認をお

願い致します。 

柾木太郎君 中国産の寒波はすごいですね！中東と仲良しで

良かったなーと、つくづく思うこの頃です。 

菅野 敦君 ゲストの皆様ようこそいらっしゃいました。本

日はよろしくお願いします。 

平賀裕祥君 ゲストの方々どうぞよろしくお願いします。生

駒様、卓話たのしみです。 

田中 毅君 生駒様、本日の卓話よろしくお願い致します。 

宇野雅仁君 本日は生駒様、當間様、神尾様、林様、廣江様、

武田様、お越しいただきありがとうございます。また、生駒様、

卓話よろしくお願い申し上げます。 

水嶋 聡君 ゲスト・ビジターの皆様ようこそいらっしゃい

ました。本日はよろしくお願い致します。皆様に幸有れ！ 

［本日 25件、34,000円です］ 
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