2017-2018 年度 RI テーマ ：変化をもたらす 〜MAKING A DIFFERENCE〜
HIRATSUKA RC テーマ
：明るく 楽しく …そして誇りをもって！

平塚ロータリークラブ 週報
Hiratsuka R.C. Weekly
１．真実かどうか ２．
みんなに公平か 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
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5 月 17 日

会員数 61 名

対象者 59 名 出席者 45(44) 名

出席率 75.00 %

前々回

4 月 26 日

会員数 61 名

対象者 59 名 出席者 34(33) 名

出席率 56.67 %

本日の卓話者ご紹介
地区職業奉仕委員会
鳥海衡一会員

MUP

毎週木曜日 12:15〜13:30
グランドホテル神奈中 2F
平塚市松風町 2-10 平塚商工会議所内
0463-23-5955（事務局）
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ん。それを公表して全品回収修理すると、膨大なコスト
で会社は倒産するかもしれません。あなたは公表します
か？黙って改良品に切り替えていきますか？
もうお分かりですね。ロータリアンは「真実」を尊び、
偽装や隠蔽を許しません。公表すればあなたはダメージ
を受けるかもしれません。でも、真実を貫くあなたを世間
は尊敬し信頼するでしょう。そして近い将来、あなたは
より大きな成功を収めるのです。

具体的にどうすればいいのでしょうか？

卓話

奉仕に学び

質問

職業で奉仕する
地区職業奉仕委員会
鳥海衡一

仕事をがんばり、成功して儲かったので、奉仕活動に
役立てて欲しいと思い、ロータリー財団に高額寄付をし、
地区から表彰されました。これも１つの「職業奉仕」で
ある 。○か × か？ ・・・答えは × です。
仕事で儲けたお金を寄付することも奉仕ですが、それ
は「ただの奉仕」。それだけなら世間に数ある慈善団体
と何も変わりません。赤い羽根の募金箱に１００万円を
入れても「職業奉仕」とは言いません。ロータリーは、
さらに一歩上を行きます。寄付や奉仕活動を通して学ん
だ奉仕の理念を自分の職場にフィードバックし、自分のた
め会社のためだけでなく、真実・公平・世のため人の
ため自己犠牲も厭わない、端的に言えば「四つのテスト」
を社是社訓として自分を律し、日々の仕事に邁進する。
そこまでやることが「職業奉仕」なのです。
「そんなの無理」「理想論だよ」と思いますよね。そうな
んです。ロータリーはかなり高度な理想を求めているの
です。だからこそロータリアンは世界で尊敬され、難しい
からこそ生涯をかける価値があるのです。
もう１問。あなたの会社の主力製品に欠陥が判明。
まだ一部の人しか知らず、ユーザーに実害は出ていませ

端的に言えば、
「四つのテスト」を日々の職業の道しる
べ（社是社訓）とし、それに従って仕事をすればよいの
です。
１「真実かどうか」
虚偽、誇大広告、データ偽装、品質表示偽装などは
絶対にしない。真実の情報開示。欠陥の積極的公表。
２「みんなに公平か」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」
人を泣かせて一人勝ちではなく、共存共栄を目指す。
ノウハウの公開、利益の適正分配、下請けあっての元請
け、相手の多少のミスは寛容する。賄賂・接待で特別扱
いはしない。
このような行動には自己犠牲も伴うでしょう。しかし、
これこそがロータリアンとしてあるべき姿。そのよう職業
遂行の姿勢こそが「職業奉仕」なのです。

内向きと外向き

以上はロータリアン一人一人の行動規範であり、いわ
ば「内向きの職業奉仕」です。それとは別に「外向きの
職業奉仕」もあります。2016 規程審議会で、標準クラ
ブ定款６条（職業奉仕）に次の一文が追加されました。
「会員の役割には、自己の職業上の手腕を社会の問題
やニーズに役立てるために、クラブが開発したプロジェ
クトに応えることが含まれる。」（一部略）
例えば、会員の歯科医師がカンボジアの山村で子供
たちの歯科検診と歯磨き指導をする。大災害の被災地
で会員の水道業者が復旧工事のボランティア。それらを
クラブの皆でサポートする。
まさに、会員の職業上の手腕を活用したクラブの対外
的奉仕プロジェクトであり、職業で社会に奉仕する「外向
き職業奉仕」なのです。

「職業を語ろう！」プロジェクト

さらにもう一つの「外向き職業奉仕」としてお勧めする
のが、「職業を語ろう！」プロジェクトです。多種多様な
職業人が一堂に会する奉仕団体、それがロータリークラブ
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です。将来必ず職業選択の時が来る若い世代に、職業の
内容、意義、楽しさ、苦労を伝えることも、私たち職業人
の責務。次世代が将来を考える一助になれば、それも
また職業で社会や青少年に奉仕することになるのです。

◎下期情報集会開催のお願いを各グループ幹事に先日お
送り致しました。
会員は日程を調整の上、情報集会開催のご協力をお願
いいたします。
今回のテーマは「ロータリー活動を更に楽しむためには
どうしたら良いか」です。報告会が 6 月 7 日 ( 木 ) とな
ります。皆さんの活発な意見交換をお願いいたします。

まとめ「奉仕に学び、職業で奉仕する」

１「内向き職業奉仕」
ロータリアン一人一人が、ロータリー活動で「奉仕の
理念」
（四つのテスト）を学び、
それを職業にフィードバッ
クし、それに従って自分を律し、職業で世の中に奉仕し
ましょう！
２「外向き職業奉仕」
(1) クラブの対外的奉仕活動の中で会員の職業上の手腕
を役立てましょう！
(2) 次世代に職業を語り伝えて行きましょう！

◎5月26日(土)に開催されます地区「新会員の集い」の
ご案内を入会3年未満の会員にお送り致しました。
本日が締切となりますが、出席者がまだおりませんので、
是非ご参加ください。
日時：平成 30 年 5 月 26 日（土）
15:30 より登録 16:00 開演
会場：藤沢商工会館「ミナパーク」 会議室

「職業奉仕」を一言で言うと、「奉仕に学び、職業で
奉仕する」こと。ロータリーにしかない、ロータリー独自
の素晴らしい根幹理念です。

委員会報告
・出席委員会 委員長 嶋田政光
16-17年度の100%例会出席者の発表
表彰者名（あいうえお順、敬称略）
飯塚和夫、小笠原勲、柏手茂、片野之万、桐本美智子、
小飯塚立雄、清水孝一、清水雅広、清水裕、杉山昌行、
鈴木忠治、高橋賢二、常盤卓嗣、成瀬正夫、牧野國雄、
升水一義、三荒弘道、柳川正人
以上18名の会員の皆様、皆勤賞おめでとうございます！

拙稿が皆様にとって、職業奉仕を理解する一助になり
ましたら幸いです。

・スマイルボックス委員会 委員長 葛西 敬
4月のスマイルボックス報告大賞の発表
小林 誠 会員
昨年の巣箱づくりで持ち帰った巣箱にシジュウカラが
住みつきました。毎日ちゃんと巣箱に帰ってきます。僕も
シジュウカラを見習ってちゃんと家に帰ります！
会頭の卓話すごく楽しみにしています。
上野雅俊 会員
常盤会頭、卓話楽しみにしております。
先週の夜のことは誰にも言いません｡(謎)

卓話を終えられて鳥海委員と片野会長
卓話者ご紹介

メークアップ（MUP)

鳥海衡一（とりうみこういち）会員

上野雅俊、清水 裕、常盤卓嗣、鳥海衡一、高橋賢二会員

1. 所属クラブ
平塚ロータリークラブ
2. 生年月日
1955 年４月 5 日生
3. 職業分類
タクシー業
4. ロータリー歴
1996 年
平塚ロータリークラブ 入会
2003 年〜 2004 年 クラブ幹事
2014 年〜 2015 年 クラブ会長
2015 年〜 2016 年 地区職業奉仕委員会 委員
2016 年〜 2017 年 地区職業奉仕委員会 委員
2017 年〜 2018 年 地区職業奉仕委員会 委員
◎ロータリー財団と米山記念奨学会への特別寄付は多く
の会員より申し出を頂いております。
引落しを希望されている会員は、引落し日を今月末に
予定しております。振込を希望されている会員は今月中
にお願いいたします。
◎ 馬上 晋

本日のスマイル

21名

ゲスト

0名

ビジター

0名

卓話・行事予定

幹事報告

クラブ会報委員会

5名

5 月 24 日（木） 卓話：( 株 ) 時事通信社
横浜総局長 福山亨様
第 8 グループ
新・旧ガバナー補佐引継ぎクラブ訪問
市内例会変更
現在ございません。

○ 青山 紀美代

西村 裕子

清水 雅広

