
　私と職業奉仕との出会いは、入会一カ月後に開催され
た地区大会でした。
　記念講演の講師としてお迎えをした深川純一 PG によ
る “ 愛情の世界に生きるを心を持って自己の職業を営む
べし ” の講話は、新鮮で大変心を打つものでありました。
　ロータリー用語のイロハも分からない新会員に、ロー
タリーの原点を教えられた気がして、今でも心が震えた
のを思い出します。この時の感動が今も自身をロータリ
アンとして、席をおいているのかも知れません。五大奉
仕の第二項にあります職業奉仕をシェルドンは職業奉仕

（サービス）と捉えています。生意気にも私流に職業奉
仕を理解する方法は、
　１．ロータリーの生い立ち、歴史を知る。
　２．クラブ定款、綱領（目的）、行動規範、四つのテ

スト等の理解を深める。
　３．例会はもちろん各種行事、他クラブ訪問等に出席

をする。
　４．自分をしっかりと表現し、多くの友達を作る。
　５．倫理観、高邁な理想を持ち、自身の事業実践に移す。

と思っております。
　田中作次ＲＩ会長は、倫理運動を提唱するロータリアン
の一人一人が、心の中に宿る徳性を磨き、その徳性の総和
は必ず国家に反映し、忌まわしい戦争も予防でき、世界中
の人が磨き合って幸せを祈りあう世界が続く。それを求め
るのがロータリーであるとするならば、ロータリーの奉仕
は職業奉仕が先行するのでは、と話の中に含まれました。
　歴史的にみて、ポールハリスと三人の異業種の仲間が
集い、互いに信頼しあい、公正な取引を通じ、受けた恩
に報いるためと世の中の為に何か良いことをしようとし
てスタートをきったロータリー活動が、100 年を越え
グローバル化した今日、国情、地域性、又、価値観、受
益者などなどの考え方に差があったとしても、ロータ
リーの根幹をなすもの、それは高邁な奉仕と友愛あふれ
る親睦に外ならないと思います。
　ここにロータリーのいうところの職業奉仕をかぶせた
とき、シェルドンのサービス学は、自身が拘わる事業活
動に大きな行動示唆を与えてくれるといえるのではない
でしょうか。
　ロータリーの特性は、相手の身になって物事を考えよ
うとする倫理観や徳性意識を持ち、それを実践、行動に移
すこと。良き仲間と出会い、磨き合い、楽しみ合い、全員
にサービス（超我の奉仕）をすれば、結果己に帰ってくる。
会員のだれもが持ち合わせている良心、向上心が主役となり、
世界最高水準
の感性との触
れ合いが、さ
らに自身気が
つかぬ間に成
長できる。そ
んなトレーニ
ングを楽しみ
ながら生涯続
けていきたい
と思います。
　ロータリー
とその会員仲
間との出会い
に心より感謝
致します
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職業奉仕月間に寄せて
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ロータリーの行動規範

ロータリアンとして、私は以下のように行動する。

1.   個人として、また事業において、高潔さと高い倫理基準をもって行動 
する。

2.  取引のすべてにおいて公正に努め、相手とその職業に対して尊重の 
念をもって接する。　

3.  自分の職業スキルを生かして、若い人びとを導き、特別なニーズを 
抱える人びとを助け、地域社会や世界中の人びとの生活の質を高める。

4. ロータリーやほかのロータリアンの評判を落とすような言動は避ける。

5. 事業や職業における特典を、ほかのロータリアンに求めない。
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＜出席報告＞

本日の卓話者ご紹介

 卓 話

本　日11月  6日 会員数  60名 対象者  56名 出席者  46(43)名 出席率  77.97％
前々回10月19日 会員数  60名 対象者  56名 出席者  60(56)名 出席率100.00％ MUP  1名 計  60名 修正率100.00％



＜委員会報告＞
◦社会奉仕委会　三荒弘道委員長

11/11 ㈫開催の『よい音楽に親しむ会』は “ 雅楽道友
会 ” の皆様による本格的な雅楽の演奏と舞をお楽しみ
いただきます。例会事務連絡終了後ホテルよりマイク
ロバスにて大原小学校へ向います。音楽会は 13:45
～ 15:00 を予定しております。よろしくお願い致し
ます。

◦財団委員会　成瀬正夫委員長

ロータリー財団「年次寄付」「ポリオ・プラス寄付」「恒
久基金寄付」推進のお願いを、本日皆様にＡ３用紙両
面印刷一枚でお配りしました。ご協力よろしくお願い
致します。

　＜幹事報告＞
◎ＲＩ会長ゲイリー C.K. ホァンご夫妻をお迎えして

　「ジャパン・ロータリーデーⅡ in 東京」開催要項

　開催日　2015 年２月４日（水）
　場　所　ホテル グランパシフイック LE DAIBA
　　　　　〒 135-8701 東京都港区台場 2-6-1
　　　　　TEL:03-5500-4601
　登録料　一人 17,000 円
　対象者　800 名予定
　　　　　◦地区ガバナー・PDG（ご夫妻での参加を歓

迎します）
　　　　　◦全ロータリアン
　　　　　◦新会員（入会５年未満）
　
　　開催概要（詳細内容検討中）
　13:00 ～ 14:00　登録
　14:00 ～ 15:30　ジャパン・ロータリーデー、第１部

RI 理事挨拶
RI 会 長 ゲ イ リ ー C.K. ホ ァ ン 氏 ス
ピーチ
各地区やクラブのロータリーデーの
開催模様を映像紹介

　15:30 ～ 16:30　ジャパン・ロータリーデー、第２部
新会員歓迎交流会　名刺交換会
最近新しく設立された多様性のある
クラブ紹介
新会員スピーチ
RI 会長ゲイリー C.K. ホァンご夫妻
との写真撮影

　16:30 ～ 16:50　休憩後、 会場入場
　17:00 ～ 19:30　ジャパン・ロータリーデー、第３部

RI 会長ご夫妻歓迎晩餐会・RI 会長
ご夫妻への激励の言葉

申込用紙と新会員（Ｒ歴５年未満）へ向けての RI 会
長のメッセージも含めて、10/29 にメール添付また
は FAX にて皆様にお送りいたしました。是非ご参加
ください。

◦ロータリアン及び新会員の登録締切 ･･･12/10 まで
◦ DVD録画提供について予備登録締切 ･･･11/20
　提出期限 ･･･12/20 まで
　＊平塚ＲＣ事務局までお申込みください。
◎『地区補助金』及び『グローバル補助金』提案書・申
請書提出についてのオリエンテーション

　日　時：11/17（月）　15:00 ～ 18:00
　場　所：第一相澤ビル６F
　＊ロータリー財団地区補助金及びグローバル補助金の

申請が 12/1（月）～ 12/15（月）となっております。

申請に際して、提案書、申請書の書き方についての

オリエンテーションを開催いたします。申請を考え

ておられるクラブのご相談に乗る時間も持つ予定で

す。締切 11/10（月）まで。

◎第６回 IA 委員会及び第６回 IA 合同会議・海外研修練
習会開催のご案内

　日　時：11/8（土）（12:00 ～ 12:45 正副委員長会議）
　　　　  13:00 ～ 14:00 インターアクト委員会
　　　　  14:00 ～ 16:40 インターアクト合同会議
　　　　  16:30 ～ 17:30 台湾海外研修旅行について
                                              （対象者のみ）
　場　所：第一相澤ビル６階（藤沢駅南口 OPA の隣ビル
◎ 13-14 年度　例会 100%出席者会員の発表です。
　飯塚　和夫・小笠原　勲・柏手　　茂・桐本美智子
　吉柳　恵子・小飯塚立雄・清水　孝一・清水　雅広
　清水　　裕・白石慎太郎・杉山　善弥・杉山　昌行
　常盤　卓嗣・鳥海　衡一・鳥山　優子・成瀬　正夫
　牧野　國雄・升水　一義　会員の方々 18 名です。

＜メークアップ＞　　　　　　１名　小笠原　勲会員

＜本日のスマイル＞　　　　２６名

＜ゲスト＞　　　　　　　　　２名
　　　　　地区職業奉仕委員会　委員長　杉本榮次様
　　　　　　　　　　　　入会前ゲスト　葛西　敬様

＜ビジター＞　　　　　　　　０名

＜卓話・行事予定＞
１１月２０日（木）　臨時休会
　　　２７日（木）　Ｒ財団月間　地区財団補助金推進
　　　　　　　　　   委員会より派遣
１２月　４日（木）　クラブ年次総会
　　　１１日（木）　上期情報集会報告
　　　１８日（木）　NPO 法人【かものはしプロジェクト】
　　　　　　　　　　村田早耶香様
　　　２５日（木）　クリスマス家族会
　　　　　　　　　　17:30 ～ 例会（事務連絡ほか）
　　　　　　　　　　18:00 ～ 20:00　クリスマス家族会
　　　　　　　　　　場所：グランドホテル神奈中

＜市内例会変更＞　　　　　現在ございません。

13-14 年度例会 100％出席の表彰

＜メークアップ＞

＜本日のスマイル＞

＜卓話・行事予定＞

＜市内例会変更＞

＜委員会報告＞

＜幹事報告＞

＜ゲ 　 ス 　 ト＞

＜ビ　ジ　タ　ー＞

クラブ会報委員会　　◎日坂泰之　　○中村　豊　　杉山幹生　　西村裕子　　鈴木條一　　粟野　裕


