W E EK L Y

RE P O R T

20 1 7～ 1 8

国際ロータリー第 2780 地区第５グループ

◆会
◆Ｓ
◆事
◆例
◆例

平成 30年 1月 17日

Ａ
務
会
会

長：笠井 透 ◆幹
事：角尾 彰央 ◆会長エレクト：座間 勇
Ａ ：布野 一喬 ◆会報委員：宮崎雄一郎 ◆URL：http://www.s-oono-rc.jp
局：〒252-0238 相模原市中央区星が丘 3‐5‐16 ◆TEL/FAX：042（755）0901
場：相模原ゴルフクラブ 〒252-0331 相模原市南区大野台 4－30－1
日 ：毎週水曜日 12：30～13：30
◆E-mail：oono-rc@mx1.alpha-web.ne.jp

第 1161回例会
らしい行動とは、如何すれば良いのでしょうか。
「奉仕

今年度も半期が過ぎ、そろそろ次年度の準備が始ま の理念」を辞書で引くと、理性が働き最高の概念…と
ります。クラブ創立 25 周年事業も迫っていますので、 ありますが、私は“基本的な考え方”で良いと思いま
2 月中には概要を決めなければならないと思っていま す。奉仕の基本的な考えに則って、自分自身を律し、
す。皆様のご協力を宜しくお願いします。

決断し、職業を遂行することです。ロータリアンと言
えども、仕事が成功し経営が安定しなければ奉仕もで

・青少年交換学生の為の日本語講師紹介･
推薦のお願い きません。仕事に励み、ライバルに打克ってでも利益
・地区便覧作成の為のアンケート

提出期限：2／28

を上げ、R 財団に高額の寄付し地区から表彰されたと

・国際大会日本人親善朝食会の案内 申込〆切：2／28 します。ロータリアンとして相応しい行動でしょうか。
・H30 年度献血日程の件 回答期限：1／26（金）
例会変更

職業で得た利益を寄付する事は尊い奉仕ですが、数多

※ビジター受付＝クラブ事務局 ※受付無 ある慈善団体と何ら変わりません。ロータリーは更に

1／19（金）相模原グリーン※

一歩上を行くという事です。寄付や奉仕活動で学んだ

1／22（月）相模原東※

奉仕の理念を職場に還元し、奉仕の理念に則って自分

1／25（木）相模原※

自身を律し、職業を遂行するのです。日々の仕事の中

1／26（金）大和田園

で、世の為人の為に、真実・公平・自己規制を道標と

その他来信

ハイライトよねやま 214 号
竹内様、
本日はようこそ！

ビジター＆ゲスト

して職業を遂行し、初めて職業奉仕となるのです。
理想はあっても現実は甘くなく、従業員や家族を考

中村 辰雄 様（地区職業奉仕委員／相模原南 RC） えれば、自己規制の経営はあり得ないと普通の人は考
竹内

健 様（相模原 RC）

えます。職業奉仕はハイレベルな要求であり理想論で
す。簡単に実現できるものでは無く、難しいからこそ、

中村辰雄

様（地区職業奉仕委員会委員） それを目指すロータリアンは世界で尊敬され、生涯を

「奉仕に学び 職業で奉仕する」瀧澤委 掛ける価値があるのです。奉仕の理想を求め続ける事
員長が作成した資料に沿って、お話を進 こそがロータリーなのです。職業奉仕とは、聖職者の
めたいと思います。先ず、質問をします。 様な精神で職務に励み、信用･信頼･尊敬を集めること
① 商品の修理依頼（保証期間 1年、購入後 1年半経過） が出来れば、結果的に成功をもたらすことになります。
自然故障ではなく使い方に誤り？修理は有償 o
r無償。 自己規制が出来れば、
「職業」と「奉仕」は同じ方向を
② 自動車に欠陥が判明。実害は無し。公表して全品回 指し矛盾しません。高度な理想論で、実現は簡単では
収すれば膨大なコストが掛かり、倒産の危機も。

ありませんが、ロータリアンである以上、奉仕の理念

③ 菓子屋。特産品を使いヒット商品を開発。生産能力 を念頭に置き、道標として日々の職務に励む事です。
を超える注文殺到。量産体制を取る orレシピを公開。 標準ロータリークラブ定款第 6 条に「職業奉仕は、事
➃ 建設業。下請業者との契約後、計算間違い発覚。此 業及び専門職務の道徳的水準を高め(中略)ロータリー
の侭では下請業者が大赤字。その侭進める or再契約。 の理念に従って自自分自身を律し事業を行うこと(後
職業上、難しい選択を迫られた時、只のビジネスマ 略)」とありますが、具体的にどうすれば良いのでしょ
ンとして行動するか、ロータリアンらしく行動するか うか。ロータリーには行動指針があります。
「四つのテ
が問われます。仕事で岐路に立った時、ロータリアン

スト」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➃みんなのためになるかどうか、この指針 寄せて頂き、やって良かったと思いました。地区職業
に基づいて事業を成功させたハーバード・テイラーの 奉仕委員長からのお願いとして、今後若い世代に対す
話は、ロータリーの友等に何度も出てきていますので る職業奉仕を積極的にやって頂きたいとの事です。皆
省略しますが、私達は、虚偽･誇大広告･偽装等は絶対 さんのクラブでも実施されているかも知れませんが、
にしてはいけません。一人勝ちではなく共存共栄を目 「職場・工場見学」は、見るだけでは職業奉仕にはな
指し、利益の適正分配、賄賂接待は不可、寛容さ、時 りませんが、奉仕の基本的な考えや理念を、日々仕事
には自己犠牲を払っても皆の事を考える、これこそが の中で実践し次世代に伝えるならば、立派な職業奉仕
ロータリアンとしてのあるべき姿です。冒頭の 4 つの となります。ロータリーの奉仕活動に参加する中で、
質問の答えは、皆さん既にお解りだと思います。

基本的な考えを学び、学んだ奉仕の理念を道標に自己

ロータリーには五大奉仕（クラブ・職業・社会・国 の職業で世の中に奉仕する、これがロータリーにしか
際・青少年）がありますが、私は余り区別せず、困っ 無い、ロータリー独自の根幹理念です。
ている人へ支援活動するという単純な考え方をしてき

今月のお祝い

おめでとう
ございます！

ました。クラブの奉仕活動で学んだことを実践するの 会員誕生日
は「内向きの職業奉仕」です。倫理観や精神論を中心

田所

啓二 会員（1 日）

に捉えるのは、日本のロータリー特有な事の様です。

齋藤美希子 会員（26 日）

私達の世代には「隠匿の美」という考えが残っていま 奥様誕生日
すが、今後の方向性は若い世代に掛かっています。会
員の職業上の手腕を活用した対外的な活動が「外向き
の職業奉仕」です。例えば、工事業者による被災地で
の復旧工事や、医師による途上国での検診活動などが
あります。南 RC でも、東日本大震災で被災した小学
校で、校舎間の移動に靴を履き替えるのが大変という
話を聞き、渡り廊下を設置しました。更にもう一つお
勧めなのが「職業を語ろう！プロジェクト」です。次
世代を担う若者たちが、職業選択の時に、多種多様な
職業があるという事を知っているか否かでは、大きな
違いがあります。やりたい仕事が見つからず、フリー
ターやアルバイトをしている若者に、我々の職業を紹
介することも私達職業人の責務だと考えます。南 RC
でも昨年、相模女子大高等部で出前授業をしました。
弁護士が法律や司法について、メディア関係者が TV
番組作成について、医師が医療関係について、何故か
私は歴史について授業をし、人類にとって最も大切な
事は何かを教えました。言葉が出来た事、壺が出来た
事、そして鉄と米、これ等があって現在我々がここに
居るのだと言う事を伝え、明治までの歴史について話
しました。鉄については、奥出雲に伝わる伝統的な“た
たら製鉄”を、写真を見せながら説明し、精錬後、刀
剣や鍬などの様々な道具が出来た事を紹介しました。

出 席 報 告

終了後、3 名の生徒から感想を

田所みゆき 様（17 日）

スマイル報告
中村辰雄

様

今年度累計

￥198,000

こんにちは。本日、地区職業奉仕委員

会より卓話に参りました。私なりに魂を込めてお話さ
せて頂きますので、宜しくお願い致します。
座間勇

会員

中村様、本日はお忙しい中お越し頂き

まして、有難うございます。卓話楽しみにしています。
田所啓二

会員

お祝い有難うございます。

大野治雄

会員

中村さん、雨の中ご苦労様です。

角尾彰央

幹事

地区職業奉仕委員会の中村辰雄様、

本日は宜敷くお願い致します。真面目な中村さんのお
話を楽しみにしています。また、写真を有難うござい
ます。写真を撮る時は、崖から落ちないように気を付
けて下さい。相模原 RC 竹内健様、ようこそいらっし
ゃいました。本日は楽しんで行ってください。
齋藤美希子

会員

すっかりご無沙汰してしまい、申

し訳ありませんでした。本年もよろしくお願い致しま
す。今月、誕生日を迎えます。なんと大台です。若さ
を忘れずに頑張っていきたいと思います。

今後の予定
1／31（水）クラブ協議会≪創立 25 周年について≫
2／7（水）夜間移動例会（カーブ･ドゥ東屋 19 時点鐘
2／14（水）【平和と紛争予防／紛争解決月間に因んで】布野会員
2／21（水）クラブ協議会≪創立 25 周年について≫

会員数

免除者

出席者

欠席者

他 RC メイク

その他 R 活動

本日の出席率

修正出席率

13 名

1名

9名

3名

3名

3名

75.00 ％

12／20 75.00 ％

