
                                                      日時：2018年 2月 7日（水）12：30～        

                                                      場所：ウエディングパーク原町フローラ            

                              南相馬市原町区高見町 2-30-6 

    

   

 

 

 会長の時間  「国際ロータリー創立記念日」                             

1905年 2月 23日、20世紀初頭のアメリカ社会、

特にシカゴの状態は経済恐慌で人の心は荒れす

さんで、弱肉強食さながらでした。これを何と

かしようと 1905 年 2 月 23 日、青年弁護士ポー

ル P.ハリスが 3人の友人と語らって、友人の一

人のガスの事務所で第一回の会合を開いたのが

ロータリークラブの誕生でした。（９ヶ月後には、

会員 30 名に、1909 年にはシカゴクラブだけで

300 名までになる）第一回の会合以降、次から

次へと会員の事務所を会場として会合を開いた

ことで、「ロータリー」という名前がつきました。

2月 23日は、最初のロータリークラブの会合が

開かれた記念日であり、現在は「世界理解と平

和の日」World Understanding and Peace Day と

呼ばれています（ワールド・アンダスタンディ

ング・アンド・ピース・デー）。 

          Program   第４７６回 

 

 開会点鐘／国歌斉唱「君が代」／「ロータリーソング「我等の生業」／ 「四つ

のテスト」唱和／お客様並びに来訪ロータリアン紹介／バナー授与／会長の

時間／昼食／ゲスト卓話／幹事報告／各委員会報告／出席報告／スマイ

ルボックス報告／閉会点鐘    

会長 小澤 積 

幹事 高橋 秀夫     

 

 



 会員卓話「職業奉仕委員会について」       大谷 和年 会員                                                

職業奉仕とは、ロータリーの中核をなす本質

的要素であり、また他に誇り得る 2016年度手続

き要覧の基本概念であることを意味しています。

職業奉仕を理解することなくロータリーを理解

することはできません。「永続・発展の職業奉仕

を」勉強しようという方針のもと、毎月ガバナ

ー月信にて「職業奉仕委員会情報」が掲載され

ていますので、是非皆さん御覧になって下さい。 

セミナーに参加した時、職業奉仕は全てですと

いっていましたが、この資料を作りながら職業

奉仕はすべての始まりではないのかなぁと思い

ました。「職業」とは自分のためのものです。「奉

仕」とは人のためのものです。まったく正反対

の二つの言葉が一つになって、職業奉仕といっ

ているため分かり難いが、この言葉はロータリ

ー用語であり、辞書には載っておりません。 

 ロータリーの職業奉仕とは、「職業を営むこと

（金を儲けること）が、世のため人のための奉

仕となる」と思われるのです。RI2640地区深川

純一 PGの書かれた「奉仕の心」の一部を引用す

れば、職業を営む心（金を儲ける心）も奉仕の

心（世のため人のために尽くす心）も同じ一つ

の心であると思ってください。そして、この一

つの心とは、「世のため人のために奉仕する心を

持って職業を営むべし」と考えます。非道徳的、

非社会的行為をして金儲けをしてはいけない。

自分の職業に対して強く「倫理性」を要求して

いるのです。職業奉仕とは、職業倫理の運動で

す。「ロータリー運動は倫理運動である。」とい

う意味です。すなわち「ロータリー運動は職業

倫理を追求する運動である」ということです。

ロータリーにとって職業倫理は基本的な考え方

でありロータリーの哲学でもあります。また、

深川 PGの理論を引用させて頂きますと、ロータ

リークラブ以外のアメリカ系奉仕クラブ（ライ

オンズクラブ、シビタン、コスモポリス等）は

職業を通して儲けたお金の一部を奉仕に使って

ください。職業時間の一部を割いて、もしくは

余暇の時間を使ってボランティア活動をしてく

ださい等、言わば困った人を助ける「弱者救済

を持って奉仕とする」という考え方です。その

ため彼らの行動から個人の職業倫理を排除して

います。しかしロータリーは奉仕の基礎を職業

倫理に置き、職業の心（自分のためのもの）も

奉仕の心（自分以外の人のためのもの）も一つ

の心だと考えます。そのため一つの心を持って

職業を営み、かつ奉仕をすると説いています。

だからロータリーにおいて倫理に反する儲けは

存在しません。しかし、他団体の標語は「Not I 

serve, but We serve」なのです。個人では奉仕

せず、クラブが奉仕するのです。個人の倫理に

ついては何も言いません。強いて言えばクラブ

としての倫理です。一方ロータリーの標語は「I 

serve」です。奉仕は個人の職業倫理において、

奉仕の心を職業社会に実践するものです。クラ

ブはその集合体であり、ロータリークラブとし

ての職業奉仕の実践機能はなく、団体奉仕とい

う概念はありません。ロータリーは入会に際し

ても、その人の倫理性を問うのであり、他団体

にはこういう機能はありません。これが他団体

とロータリーとの大きな相違点です。もし「ロ

ータリーの職業奉仕を一言で表現するなら、ど

のように表現するのですか」と問われたら、「世

のため人のために奉仕する心をもって職業を営

むべし」と答えます。この言葉こそが職業奉仕

にとって一番大事な言葉である。 

「ロータリークラブというのは毎週例会を開き

金持ちの暇人の集まりですね」とよく言われま

す。この言葉に対して私は残念でなりません。

そんな人たちに対しロータリーの例会は、食事

をするために出席するのではありません。卓話

を聞くために出席し、卓話を聞いて職業倫理を

学ぶためです。職業人同士の体験談、知識、知

恵等を耳にし、職業倫理を互いに学び合ってい

ますと答えるようにしています。卓話は聞いて

は忘れてしまいがちですが、しかし、何度も何



度も聞くうちに、次第に自分自身が磨かれ、ロ

ータリー（職業倫理）が身についていくものと

確信しております。「入りて学び出でて奉仕せよ」

を実践しようではありませんか。 

 

The Four-Way Test  

    Of the things we think, say or do 

  1. Is it the TRUTH ? 

  2. Is it FAIR to all concerned ? 

  3. Will it build GOOD WILL and BETTER FRIENDSHIP ? 

  4. Will it be BENEFICIAL to all concerned ? 

 

 

 Lunch time  １分間スピーチ          宮城 住夫 会員  

私の 84年間の人生の中での一番の出来事をお話しします。それは、終

戦の年です。当時、私は静岡にいました。そこは、艦砲射撃、空襲が

あり、あらゆる町が戦場になりました。大変悲惨な現状でした。焼夷

弾は、焼夷剤を装填した、爆弾・砲弾・銃弾であり、日本は木造住宅

が多かった為、焼夷弾が落とされました。10 才の時、アメリカのグラ

マー戦闘機と対面しました。操縦士の顔がはっきり見えました。あの

時、操縦士が引き金を引いていたら、今の私はいなかったです。唖然としました。怖かったとうい

うか何もかんじなかったというか、そんな経験は忘れることが出来ません。                                                                

 

 

   幹事報告 

   ●2月 7日 第 5回相双分区会長・幹事会が開催されます。 

●2月 7日 南相馬国際交流協会理事会が開催されます。門馬会員が出席します。 

●「抜萃のつづり」が届いています。 

●2月ロータリーレートは１１０円です。 

●2018-19年度「ロータリー手帳」の予約がはじまりました。 

●資源ゴミ回収報奨金の明細を回覧します。 

●幹事報告がありました。 

  各委員会報告 

  ●ＩＭ実行委員会副委員長大谷会員より第 3回ＩＭ実行委員会の報告がありました。 

  ●会計の青木会員より、１月の会計報告がありました。 

  ●社会奉仕委員長佐久間会員より、１月のごみ資源回収費・資源ゴミ回収報奨金の報告が 

   ありました。 

  ●酒井パストガバナーが米山創立 50周年式典のご報告をして下さいました。 



計￥15,000. 累計 ￥223,000. 

計￥15,000. 累計 ￥244,500.

計￥14,000. 累計   ￥362,339.   

青木謙二 1,000 大谷会員卓話ありがとう御座います。 

青田 真  1,000 大谷会員卓話ありがとうございました。 

大谷和年 1,000 職業奉仕卓話静聴ありがとうございました。 

岡田義則 1,000 大谷会員卓話ありがとうございます。 

小澤 積大内光一 1,000 大谷さんご苦労様です。 

木幡恵一 1,000 卓話ありがとうございます。 

野口美佐子 1,000 今日は次女のバースディ♪ 大谷さん卓話ありがとうございます💛 

野地庄蔵 1,000  

佐久間岩男 1,000  

髙橋秀夫 1,000 大谷会員卓話ありがとうございます。 

宮城住夫 1,000 大谷さん卓話ありがとうございます。 

門馬純子 1,000  

山田 実 1,000  

若林尚之 1,000 大谷さん卓話ありがとうございます。 

                                   

 

 

          本日のランチ ▼ 

        南相馬ロータリークラブ Since.2007      

会長:小澤 積  / 幹事：高橋 秀夫   

例会日 ： 毎水曜日 １２：３０～１３：３０ 

例会場 ： フローラ原町 南相馬市原町区高見町２丁目３０－６   

事務局 ： 南相馬市原町区錦町２丁目６８－６  

     TEL ０２４４－２３－１２６８  FAX ０２４４－２６－５９３５ 

      HP http://www.minamisoma-rc.org/   E-mail minamisomarc@white.plala.or.jp 

出席報告 ： 会員数２９名  出席数１７名  出席率５９％ 

 

http://www.minamisoma-rc.org/

