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事務局

●点

SAA（司会）／津留会員 会報担当／平野会員

市原市五井中央西 1-22-25 市原商工会議所 2Ｆ

鐘

市原 RC 会長

例会場

西村芳雄

五井グランドホテル

ことが職業奉仕だと認識しておりました。しかし、地区主催の職業奉

●ソ ン グ

我等の生業

仕研修会やセミナー等で色々と勉強させて頂いたわけですが、地区

●お客様

国際ロ RC 第２７９０地区奉仕プロジェクト統括委員会

委員の方々の意見が割れておりました。また、お金を貰うか貰わない

職業奉仕委員会

かが社会奉仕との違い云々というのもありました。そしてまた、職業奉

●会長挨拶

市原 RC 会長

委員長（2017-18）中村俊人

様

西村芳雄

仕委員会は必要かどうか、についてもありました。この件については、
当クラブにおいても１月１８日にディベートを行ったわけですが、
ロータリー
についてはクラブ内でも特に造詣深いお二人の意見が分かれておりま
した。中村委員長には、このような事についてどのようなお考えをお持
ちなのか、是非お聞きしたく思っております。宜しくお願い致します。
ここで参考までに申しますと、皆さんも読まれていると思いますが、「抜
萃のつづり」に掲載された佐伯さんという女医さんの投稿文をかいつ
まんで紹介させていただきます。「医院と診療所を掛け持ちし多忙な
日々の中、市役所から電話がありました。日本の三大ドヤ街にある診
療所をお願いしたいとの内容です。夫からは危ないからと反対され続
けましたが、子供から「ママを待ってくれている人がいるのだから」と
言われ、そこで決断し受諾しました。初めての診察の日から色々な多
くの危ない目にあってきましたが、それでも自分を待っている人がいる限

皆さん、こんにちは。

り辞めてはいけないと思い、この生かされし命の使い道を考えておりま

今日のお客様は、地区で職業奉仕委員会委員長として活躍されてお

す。」との内容です。凄い人ですね。これぞ職業奉仕ではないでしょ

られます柏東ロータリークラブ所属の中村俊人様です。中村様には、

うか。

難しいと言われております職業奉仕についてたっぷりとお話ししていた

話が変わりますが、来週の１３日月曜日は、友好クラブであります袖ヶ

だきます。そして、先ほどお話を伺ったところ、次年度も引き続き職業

浦ロータリークラブとの合同例会です。私が入会しました２００８年には

奉仕委員長を委嘱されておられるとの事です。

既に開催されておりましたので１０年以上は継続されているのでしょう。

ところで、私は先週で６９歳になりました。当クラブでは、始関会員と

分区こそ違え、距離的にも２番目に近いクラブですので、情報交換等

加藤会員が同年齢ですが、クラブ歴では始関会員が２８年で加藤会

を含め、大いに親交を深めて行きたいと思っております。多数のご参

員は２４年ですので、１０年弱の私には到底大先輩のお二人には足元

加を期待しております。

にも及びません。六十の手習いと思いロータリーに入会した訳ですが、

以上で、本日の会長挨拶を終わります。有難うございました。

及第点にはなかなか届きません。もっともっとロータリーの何たるかを勉
強していかねばと思っております。そういう事からして、今日はどのよう

幹事報告

な教えを授かるのか楽しみです。

１．地区より財団室ＮＥＷＳ3 月号が来ましたのでメールで会員の皆様

さて、本日は中村様の職業奉仕論をお聞きするわけですが、地区内

お送り致します。

の多数のクラブを訪問されお話しされている事と思います。会員の皆さ

２．
千葉緑ロータリークラブよりチャリティゴルフコンペの案内が来ました。

んには以前にも例会でお話しさせていただきましたが、私が職業奉仕

開催日は 4 月 20 日、会場は本千葉カントリークラブです。

という迷路にはまり込んだのは職業奉仕委員長の時だったと思います。

３．地区の国際奉仕委員会よりアンケート結果が来ています。メールで

それまでの私は、自分の行っている職業を、
「四つのテストや三方よし」

お送り致しますので、ご覧ください。

の心得を持って従事することにより、他の人のお役に立っているという

４．
八千代ロータリークラブ創立 50 周年記念式典の案内が来ています。
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日時は 5 月27日14 時受付、
14 時 30 分開始です。会場はホテルニュー
オータニ幕張です。
委員会報告等
小池

会員情報研修委員会

会員研修懇話会の様子

委員長

例会後開催

研修項目「ロータリーとは何か」
RLI 方式ですべて対話方式での研修でした。
a) なぜ、ロータリーを理解するために歴史を学ぶのか
b) なぜ、一業一人制が良いか
c) なぜ、ロータリーは会館を持たないか
d) なぜ、ロータリーは成功するのか

タリークラブ様へ

e) なぜ、四大奉仕の理想が生まれたのか

卓話者としてお招き戴きまして感謝申し上げます。

もっと早くの訪問をさせて頂けたらと考えていましたが、なかなか予定

f) なぜ、毎週例会に出席するのか

が詰まってしまいまして遅くなりました事をお詫び申し上げます。

g) なぜ、ロータリーは個人奉仕か

市原ロータリークラブには、私が日頃から大変お世話になっていまして、

h) なぜ、ロータリーに出席して学び、実践しなければならないか

いろいろとご教示頂いています、
パストガバナーの白鳥様には、地区に於いても また、ＲLI におい
ても、ロータリアンとしての様々な勉強をする素をご教示いただいていま
す。また、秋元 PG 時の幹事長の小池様、地区委員で仲間の津留
様がいる為に、本日はとても卓話がし難いなと感じてプレッシャーとなっ
ています。
さて、本来は１月が職業奉仕月間として各クラブに卓話に訪問させ
て頂きましたが、現在地区の委員皆様で各クラブに卓話にお伺いする
クラブは卓話依頼があった 24 クラブと要請予定の 2 クラブ予定してい
まして、現在 19 クラブ終了しています。
本日は、市原ロータリークラブの皆様に 役目柄

少し職業奉仕に

ついて御話しをさせて頂きたいと思います。
1 月号のロータリーの友にも前橋 RC のロータリアンが職業奉仕に付
いて投稿していますが、皆様は、「ロータリーでいう職業奉仕」につ

出席者
小池委員長

いてどのようにお考えでしょうか？

西村会長 岡本幹事 白鳥会員 始関会員

職業奉仕に付いてはロータリアンの皆様は会員歴の違いによって

山本会員 杉井会員 平野会員
始関社会奉仕委員長

様々な考えがあるように思いますが、如何でしょうね。

社会福祉協議会の表彰で市原ライオンズクラ

ブが表彰されました。

大きく緩和されましたが、ロータリーアンの職業分類が変わっただけで、
され、多くの様々な経験者や地域の奉仕活動をされている方も、ロー
タリークラブへの入会に対し入会の門戸が広がりました。今回の改定

本日のメインプログラム

により、ロータリークラブの会員身分をクラブ独自で決定できるようになり
ました。

卓話：私の職業奉仕への思い

かし、ロータリーの職業奉仕は、ロータリアンとしての理念であり、

国際ロ RC 第２７９０地区奉仕プロジェクト統括委員会
委員長（2017-18）中村俊人

色ではないかと思います。今年の規定審議会において、職業分類が
職業奉仕に付いてはなんら変わりはありません。その職業分類も緩和

宮武プログラム委員長より卓話者の中村委員長の紹介

職業奉仕委員会

私は 10 人 10

様

皆様こんにちは。私は今年度地区職業奉仕委員長の役を仰せ
つかりました、柏東ロータリークラブの中村と申します。本日は市原ロー

その他の委員会と違い、何かの活動をして、形や結果として特別現
れるものではないと考えます。

職業奉仕は日頃の日常を通じて行うこ

とで、特別その時だけするという事ではない筈です。
職業奉仕という考え方では、 他の多くの奉仕団体には無い、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、
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私も同じ思いをもっています。他のある奉仕団体では、「自由・知性・

1

真実かどうか 2 みんなに公平か

愛国」を目標に、
「明るい社会へ身近な奉仕」を合言葉にしています。

3

好意と友情を深めるか 4 みんなのためになるかどうか

またある女性の奉仕団体は、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事を目標にしているそうです。

職業奉仕については、
「ロータリーの綱領」が「ロータリーの目的」に変わりました。また

私達ロータリーのように、はっきりと自身の職業を通じて奉仕すること

行動規範も再改定されました。もう一度見直してみて頂きたいと思いま

を掲げて活動している奉仕団体は無いと思います。ロータリアンたると

す。皆様のクラブの中で職業奉仕に付いて語っていますか？ 食事の

ころの職業奉仕という考え方だと言われていますね。また、ロータリー

時や、ロータリアン同士で是非話してみてください。

の行動規範の中にも明記されていますが、
自分の職業のスキルを生かして、若い人々を導き、特別なニーズ

ロータリーの原点である「職業奉仕」を理解し、
他の団体と違う、
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」と思って頂

を抱える人々を助け、地域主会や世界中の人々の生活の質を高める

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、

このように、地域の若者に対し、職業への意識を高める活動も大切な

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ないか

役割であり、また職業を通じての奉仕とは何かを伝える事も大切である

と思います。

と思います。

ロータリーで仲間つくりをすること。楽しむ事。そして奉仕をする事。

今年度の奉仕プロジェクト委員会・ロータリー財団との合同セミナー

人生は人との出会いであり出会いの連続です。

におきましては、君津ロータリークラブの出前教室として学校訪問をし

ロータリーは一人ひとり奉仕をする職業奉仕である。

て行った活動を発表して頂きました。また千葉北 RC さんも同じような

このような職業奉仕について、クラブの職業委員長さん自らクラブ内

出前教室を長年行っていまして、昨年度ＲIより表彰をされました。

で話してみて頂けたら嬉しく思います。人前で話すのは決して易しいも

このような活動は社会奉仕だといわれる方もおられますが、職業という

のではありませんが、是非 クラブ会員の皆様にお願いをしたいと思

ことについて、若者への職業への意識を高める事や伝達も立派な職

います。どうぞ宜しくお願いを致します。

業奉仕だと思います。職業奉仕と社会奉仕は隣りあわせとなっている
ことです。とても繋がりがありますね。
「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」を持って最大級の努力をし、また、

誕生祝 赤星会員 角谷会員 西村（芳）会員 福原会員

単なる金儲けではなく、ロータリーで言う奉仕の精神で地域や社会生

結婚祝 小池会員 白鳥会員 山田会員 長田会員 小泉会員

活に関連して、どれだけ重要性を持っているかという「誇り」であると

◆◇◆◇◆◇ニコニコ・ソーリー◆◇◆◇◆◇

思います。
自身の仕事を通じて奉仕活動をおこなった中で「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

白鳥会員

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

来訪されご指導賜りありがとうございました。

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。自分の

小池会員 中村地区職業奉仕委員長様、遠方より来会、熱弁卓話

職業に誇りを持つ事、自分の職業に責任を持つ事がとても大切だと思

と誠にありがとうございました。10 年ほど前、2 年連続で湖南 RC 主

います。誇りには責任を持たないとなりません。でも、誇りや責任ばか

催（中村担当委員長）のいも掘り大会にご招待いただき庭園でのパー

りでは 事業を営む上では発展はしません。

ティーと楽しい一瞬を思い出しました。また呼んでいただければ参加し

そこに「事業経営の努力」が必要だという事は言うまでもありません。

地区職業奉仕委員長中村さま、遠路を私たちのクラブに

たいものです。

職業への努力をし、事業が発展していかなければ利益は上がりませ

箕輪会員 ２/25.26と九十九里で RYLA セミナーがあり晴天の元無

ん。厳しい中でも事業主には付いて廻るものです。事業が元気でな

事終了しました。残念ながら 5 万歩歩きましたが痩せませんでした。ま

ければ奉仕へは目を向けられません。会社を無くしてはならない事です

た 3.3 に市原中央高校の卒業式がありインターアクター 10 名が卒業し

ね。職業奉仕にはいろいろな取り組み方がありますが基本は一つです。

ました。おめでとうございました。

「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

西村会長・岡本幹事

う事です。

お越しいただき卓話をして頂きましてありがとうございました。大変勉強

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

地区職業奉仕委員長中村さま本日は遠くまで

になりました。

方がおられますが、決して難しくも解からないものでもありません。「自

■出席報告 前々回確定 56.76％ 本日出席 21 名

分のやっている事を一生懸命、高潔性を持って正しく行う」ということ

本日欠席 19 名

です。

■点

ロータリーの職業奉仕で忘れてはならないのは、皆さんもご存知な
「四つのテスト」です
言行はこれに照らしてから

本日出席率 58.33％

鐘 市原 RC 会長

西村芳雄

