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BE THE INSPIRATION

インスピレ－ションになろう
第２４回

例会
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2019 年 1 月 16 日(水)

レオナルド・ダ・ヴィンチ「最後の晩餐」

サンタ・マリア・デッレ・グラツィ工教会とドメニコ会修道院
1980 年登録 世界遺産

■司会進行

山田修平 SAA
◆点鐘

渡邉元貴会長
１２時３０分
◆Ｒソング「我等の生業」

◆メ－クアップ【敬称略】
・1/15 かずさ青年会議所 新年会 松岡邦佳
◆誕生祝

12 月 13 日 小林裕治会員
お誕生日

◆出席
会員 50 名
出席 31 名・欠席 19 名
◆出席率
67.39 %
◆前々回出席率 68.18 %

修正後出席率 77.27%

◆欠席者【敬称略】
石渡正明・齊藤新一・嶋津正和・鈴木秀幸
三沢 猛・渡邉元貴・林田謙志・堀内正人
石田 亨・叶川博章・栗坂禎一・近藤直弘
田口理紗・濵田昌己・藤野宏冶
ホームページ
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※ 本日のプレゼンタ－は松岡副会長です。

http://ki-east-rotary.ala9.jp

国際ロ－タリ－
ＲＩ会 長
地区ガバナ－
ガバナ－補佐

バ リ－・ラ シ ン
橋 岡 久 太 郎
吉 野 和 弘

■米山奨学会功労クラブ表彰第２４回

・第 1 回 功労者
松岡副会長 より 渡邉愼司会員

■ロータリ－財団寄付表彰 松岡邦佳 副会長
・ポ－ルハリスフェロ－第 2 回 小林裕治会員

■副会長挨拶・報告

■米山奨学会寄付表彰
松岡邦佳 副会長
・第 18 回 功労者【メジャ－ドナ－】
松岡副会長 より 山田修平会員

・第 11 回 功労者【メジャ－ドナ－】
松岡副会長 より 大隅義一会員

・第 2 回 功労者
松岡副会長 より 加藤智生会員

松岡邦佳 副会長
皆様こんにちは
本日は会長が所要で欠席です
ので会長に代わって挨拶並び
に報告をいたします。
まず昨日は会長のかわりにか
ずさ青年会議所の新年例会に
出席してきました。
青年会議所の江崎理事長や木
更津商工会議所の鈴木会頭の
素晴らしいご挨拶を聴き私も今日のあいさつを
頑張らなければと思いました・
本日の例会では①第２４回米山奨学会功労クラ
ブ表彰②ロータリー財団表彰③米山奨学会表彰
を行いましたので、それについて少し説明させて
いただきます。
米山記念奨学会は勉学・研究のために日本に在留
している私費外国人留学生に対し、日本全国のロ
ータリアンからの寄付金を財源に奨学金を支給
し支援する民間の奨学財団です。木更津東ロータ
リークラブでも近年では中国人留学生の郭翔君
の世話クラブをしていました。
米山記念奨学会の表彰は個人では累計額１００
万円未満は１０万円ごとに感謝状が、１００万円
以降は１０万円ごとの感謝状に加え１００万円
ごとにピンバッジ、４００万円以上はピンバッジ
にかわってクリスタルの盾が贈呈されます。
クラブ表彰としては１００万円毎に感謝状が贈
られます。
ロータリー財団の寄付の表彰のポールハリスフ
ェローとはロータリー財団に１０００ドル以上
の寄付をした人を称える認証のことを言います。
ポールハリスフェローには表彰状とピンが贈呈
され、メダルを任意で購入することができるよう
です。現在ポールハリスフェローは２００６年に
１００万人に達成したそうです。
本日の例会は職業奉仕委員会の渡邊委員長によ
る職業奉仕についての卓話です。
本日もよろしくお願いします
■幹事報告

③

大里光夫幹事

1.第７回理事会報告
出席者 9 名＋事務局
審議事項
① 2018 年 12 月分収支報告の
件→承認されました
② ボ－イスカウト・ガ－ルス
カウト３団分への補助金の件
→吉田青少年奉仕委員長へ一任
木更津図書館への寄付金の件→鶴岡社会奉
仕委員長へ一任

2.幹事報告
1) 下期年会費未納の方は 1 月末までによろしく
お願いいたします。
2）2790 地区二輪車同好会より「初詣ツ－リング
のご案内」が届いておりますので回覧いたし
ます。
3）ロータリ－囲碁同好会より「第 20 回 RI 囲碁
大会のご案内」が届いておりますので回覧い
たします。

■例会アワ－
テ－マ
卓話者

「職業奉仕について」
渡邉愼司 会員

3.他クラブからのお知らせ
1）木更津 RC・富津シティ RC より「例会変更のお
知らせ」が届いておりますので回覧いたします。
2）君津 RC・富津中央 RC より「週報」が届いてお
りますので回覧いたします。
4.その他のお知らせ
1）新日鐵住金かずさマジックより「君津球場開
きのお知らせ」が届いておりますので回覧いた
します。
2) 木更津ビュ－ホテルより「日本酒とイタリア
料理のご案内」が届いておりますので回覧いたし
ます。
3)「KIFA はがきつうしん第 209 号」が届いており
ますので回覧いたします。
5.回覧
・2790 地区二輪車同好会より「初詣ツ－リングの
ご案内」
・木更津 RC・富津シティ RC より「例会変更のお
知らせ」
・君津 RC・富津中央 RC より「週報」
・新日鐵住金かずさマジックより「君津球場開き
のお知らせ」
・「KIFA はがきつうしん第 209 号」
◇ニコニコボックス

クラブ管理運営委員会
小林千晃 会員
・山田修平会員
この度、第 18 回米山功労者
の表彰を頂きました。
ありがとうございました。
・大隅義一会員
米山奨学会第 11 回功労者と
して表彰されました。

・小林裕治会員
本日は、お誕生日のお祝い有難うございました。
そして、ポ－ルハリスフェロ－賞、有難うござ
いました。次年度も頂けるように頑張ります。
今後共宜しくお願いいたします。
<※大きくいただきました。>
・倉島和広会員
弟が本を出しました。
「バ－とウイスキ－の素敵バイブル」という本
です。日本に７人いるソムリ
エ資格「マスタ－ オブ ウ
イスキ－」の資格を持ってい
ます。
楽天やアマゾンで買えます。
宜しくお願いいたします。

１２００円です。

1 月と 2 月の例会では、入会歴の浅いメンバーが
一番分からないと言ってもよい、職業奉仕につい
て触れてみたいと思います。１月の「ロータリー
の友」にも職業奉仕について記載されていますが、
職業奉仕については日本のロータリーと世界と
のロータリーでもとらえ方が違っていたり、その
国の文化によって変化があるようですが、２月に
２７９０地区の職業奉仕委員長であります鵜沢
和弘さんにお越し頂き、今後の職業奉仕のあり方
等について卓話を頂く予定でおりますので、今回
は職業奉仕についての歴史や考え方について見
ていきたいと思います。
そもそも職
業奉仕はい
つ頃からロ
ータリーで
提唱され始
めたのでし
ょうか。ポー
ルハリスの
言葉として
1912 年 1 月
号のナショナル・ロータリアンでは、『社会に役
立つ人間になる方法はいろいろありますが、最も
身近で、しばしば最も効果的な方法は、間違いな
く自分の職業の中にあります。』と語っています。
また、ロータリーでは職業分類がありますが、ポ
ールハリスは『会員が自分の商売や専門職務を代
表しているという任務です』。そして、1915 年に
サンフランシスコ大会で採択された「全分野の職
業人のためのロータリーの倫理訓」では、第１条
自分の職業は価値あるものであり、社会に奉仕す
る絶好の機会を与えられたものと考えること。第
３条 自分は企業経営者であるが故、成功したい
という大志を抱いていることを自覚すること。し
かし、自分は道徳を重んじる人間であり、最高の
正義と道徳に基づかない成功は、まったく望まな
いことを自覚すること。第５条 自分が従事して
いる職業の倫理基準を高めるために最善を尽く
すこと。そして、自分の仕事のやり方が、賢明で
あり、利益をもたらすものであり、自分の実例に
倣うことが幸福をもたらすことを、他の同業者に
悟らせること、とあります。
では職業奉仕（vocational service）という言
葉がロータリークラブで出てくるのはいつ頃で
しょうか。それは、1927 年、ベルギーのオステン
ドで開かれた国際大会で、奉仕部門を現在の四大
奉仕、すなわち、クラブ奉仕、職業奉仕、社会奉
仕、国際奉仕に分けることが決定され、それまで
ロータリークラブの基本理念として一般奉仕概

念と呼ばれていたものに職業奉仕という呼び名
が正式に与えられました。
1987 年に「職業奉仕に関する声明」として、①
あらゆる職業において最も高度の道徳的水準を
守り、推進すること。その中には、雇主、従業員、
同僚への誠実、忠実さ、またこの人達や同業者、
一般の人々、職業上の知己すべてへの公正な取り
扱いも含まれる。②自己の職業またはロータリア
ンの携わる職業のみならず、あらゆる有用な職業
の社会に対する価値を認めること。③自己の職業
上の手腕を社会の問題やニーズに役立てること。
職業奉仕は、ロータリークラブとクラブ会員両方
の責務である。と語られています。
次に、1989 年に規定審議会において「ロータリ
アンの職業宣言」が採択されました。その中には、
１．職業は奉仕の一つの機会であると考えること。
２．職業の倫理的規範、国の法律、地域社会の道
徳基準に対し、名実ともに忠実であること。３．
職業の品位を保ち、自ら選んだ職業において、最
高度の倫理基準を推進するために全力を尽くす
こと。４．雇主、従業員、同僚、同業者、顧客、
公衆、その他事業または専門職務上関係を持つす
べての人々に対し、公正であること。５．社会に
役立つすべての仕事に対し、それに伴う名誉を認
め、敬意を表すこと。６．自己の職業上の才能を
捧げて、青少年に機会を開き、他者の特別なニー
ズに応え、地域社会の生活の質を高めること。７．
広告に際して、また自己の事業または専門職務に
ついて人々に伝える際には、正直を貫くこと。８．
事業または専門職務上の関係において、普通には
得られない便宜ないし特典を、同僚ロータリアン
に求めたり、与えたりしないこと。しかし、2011
年の規定審議会で「ロータリアンの職業宣言」は、
「ロータリーの行動規範」に改正されます。そし
て、2014 年には「職業奉仕に関する声明」につい
て理事会で修正され、職業奉仕とは、あらゆる職
業に携わる中での奉仕の理念の実践を、ロータリ
ーが助長し、支援する方法である。とされていま
す。
では、どの様に職業奉仕を進めていけばよいの
でしょうか。ＲＩ発行の「職業奉仕入門」には、
１．ロータリーの目的の第 2 として「職業上の高
い倫理基準を保ち、役立つ仕事はすべて価値ある
ものと認識し、社会に奉仕する機会としてロータ
リアン各自の職業を高潔なものとすること」とあ
り、職業奉仕の概念として語られています。では、
どの様に実践していけばいいのでしょうか。
❶ある職業分類を取り上げた例会プログラム
を実施する：特定の職業に関する発表（プレゼン
テーション）を通じて、ほかの職業についてそれ
まで知らなかった内容や仕組みが学べるだけで
なく、職業上のネットワークを築くことができま
す。また、ゲストや会員候補者を例会に招く上で
も効果的です。
➋会員の職場訪問（ツアー）を行う：人前で話
すことが苦手な会員は、自分の職業について発表
するより、職場訪問を行うことを好むかもしれま
せん。クラブの運営に支障がなければ、時には会
員の職場で例会を行うのも一案です。
➌職業に関連する親睦活動グループに参加し
たり、新たにグループを設立する：ロータリー親
睦活動は、共通の趣味や職業を持つロータリアン
とその配偶者、ローターアクターによる国際的な
取り組みです。医師、法律・弁護士、出版関係な
ど、親睦活動グループの種類は多岐に渡ります。
❹奉仕プロジェクトで職業スキルを生かす：科
学・医学分野の専門知識、機械分野の専門スキル、

ビジネスを始めるためのアドバイス、財務管理の
専門知識、人前で話したり文を書いたりするスキ
ルなど、職業を通じて培った専門能力を活用して、
地域社会に貢献することができます。
ロータリアンとして高い倫理基準の実践を通
じて高潔性を推進する基礎となるものは「４つの
テスト」と「ロータリーの行動規範」ですが、事
業や専門職務において指針とできる、倫理的行動
の枠組みとなるものです。
では、日々の仕事において倫理を実践し、奨励
していけばよいのでしょうか。従業員の雇用や研
修において、誠意、責任、公平さ、尊重について
説明し、その重要性を強調する。仕事仲間による
模範的な行動を称え、奨励する。顧客、業者、仕
事関係者と接する際は、高い倫理基準を遂行し、
思いやりと熟慮をもって行動する。
その他にも、自らの職業的知識を向上する活動
を通じて、また人々が雇用の機会を得られるよう
研修を提供することによって、職業能力向上の推
進を図ることもできます。❶地域社会でロータリ
アン以外の職業人とのネットワークを広げる。➋
求職者を対象としたキャリア相談を行う。➌若者
を対象とした進路指導を行う。などが挙げられま
す。自分達で行動できることを見つけて、職業奉
仕としていただきたいと思います。
今回は職業奉仕の歴史とその実践方法につい
て学んできました。職業奉仕につて的確な答えが
出た訳ではありません。今後もメンバー同士でロ
ータリについて、そして職業奉仕について語り合
って、自分なりの答えを見つけてもらいたいと思
います。

オ－クラアカデミアパ－クホテル 例会食事

木更津東ロ－タリ－クラブ事務局メ－ルアドレス
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松岡邦佳副会長
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