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例会日 欠席者名会員数 出席 出席％ 欠席

今
後
の
情
報

日　付 時　間 回　数 プログラム内容

前々回

前　回

本　日

３５（１２）

３５（１２）

３５（１２）

１月１０日（火）

１月１７日（火）

１月２４日（火）

１月３１日（火）

２月 　７日（火）

２月１４日（火）

２月２１日（火）

卓話 ㈱浜銀総合研究所　調査部　副主任研究員　鹿庭雄介様

休会

卓話　国際奉仕委員長　成田清様（平塚西ＲＣ）

振替休会　2月19日（IM振替）

本田・石高・田辺

籾山・本田・石高・森川・馬郡・田辺

4

5

90.32

80.65

２８

２５

２５７６

２５７８

１２：３０

１２：３０

宮東　悠　会長

本日 ￥１５,０００  累計 ￥４６５,６２３

◆河西正彦様（大和田園ＲＣ）

あけましておめでとうございます。本年も宜しくお願い申し上

げます。

◆石﨑孝様（小田原城北ＲＣ）

本日卓話の機会をいただきありがとうございます。よろしくお

願いいたします。

◆宮東悠会長

地区職業奉仕委員長の石崎孝様、職業奉仕の卓話よろし

くお願い致します。

◆伊藤健司幹事

私事恐縮ですが、ニュージーランドに高校留学している息子

が、無事にニュージーランドのビクトリア国立大学に合格する

ことが出来ました。多くの方々の支えに感謝いたします。あり

がとうございました。

◆古木通夫会員

寒い～！寒い～！

【２０世紀初頭アメリカの社会・経済状況】

移民の国であり、大部分は貧しく金持ちになる為に来たのだという世相。

拝金主義は商業道徳と職業倫理の低下の世相において、

ロータリー運動は「会員の事業場の利益の促進」と「親睦の充実」により急速に広まった

【ロータリーの第一・第二標語】

1911 年第２回大会

「超我の奉仕」

「最も奉仕する者、最も多く報われる」←特に日本人は大好き

【１９８９年職業宣言】

職業遂行上の心構えを明文化

　　１～８までの項目で社会の道徳基準に忠実に、倫理的基準の推進に尽くすことなど。

前半は、四つのテストにつながる

※８番目には、ロータリアン同士が特別な便宜を諮り合うことを戒める

【2011 年ロータリー行動規範を創設】

ここでも、先の８番目の宣言が再掲

【2014 年理事会ロータリー行動規範修正】

ここでも、５番に再掲

2114 年 10 月の理事会で、ようやく行動規範の表現が改正。←世の中の動きが変わった。

【四つのテスト】1943 年採用・・・規範からの展開

【職業とは】・・・松宮リーダーの分析

職業人としての心得

【良い仕事とは】【善い人生とは】【倫理とは】

職業は善い人生と一体である

【倫理とは】

【職業奉仕と社会奉仕の区別】

一対のものである。受益者が誰かで区別する（他人か自分か）

★奉仕活動により、地域から、「尊敬と信頼と信用」を得ることができる。

そして自分の職業が反射的効果として繁栄する。

これがロータリーの職業奉仕。

【職業奉仕の実践】

例会に職業奉仕は在る

　人の話を聞いたり、話し合ったりすることから職業倫理を学び合う。

心の開発が第一の目的。

【利己と利他の調和】

互いに潤う。

信用あるロータリアンが栄える、個人の職業倫理を追求することで、反射的に皆が栄える。

【まとめ】

１、職業奉仕の実践は例会にある

２、職業奉仕に理念は四つのテスト、行動規範、目的に集約されている

３、善い職業とは、善い人生と一体である

４、自らを共に生きる為に率先して人 に々支える存在であることを深く自覚する

５、ロータリアンは自覚を持って職業倫理を実践しなくてはならない

◆増正之会員

地区職業奉仕委員長石

崎孝様、卓話よろしくお願

い致します。

◆長谷川衛会員

昨夜の第３回カラオケ大会

盛大に盛り上がりました。ご

参加の皆様ありがとうござ

いました（14 名の出席）。

次回もこの調子で行いたい

と思います。

◆松川健治会員／石崎孝様、本日の卓話宜しくお願い

致します。

第25７4回　2017年1月17日（火）

司　　会 ／長谷川　　衛　会員

Ｓ.　　Ｌ.　／森川　　良三　会員

斉　　唱／「我等の生業」

ゲ ス　ト／地区職業奉仕委員長
　　　　　　　　　石﨑　孝様（小田原城北ＲＣ）

ビジター／大和田園ＲＣ　河西正彦様

会長の時間

幹事報告

・1月末をめどに米山奨学の普通

寄付を実行します。

・IMが2月19日に開催される関

係で、２月・３月のプログラムが変

更されます。

＊詳細はメール・ＦＡＸ済ですが、

不明な場合は事務局までお問合

せ下さい。

・IMは全員参加が原則となります。皆様のご参加をお願い

します。

・社会奉仕・国際奉仕事例紹介セミナーが1月28日に開催

されます。

【ポスティング】

・次第

・週報

【回覧】

・ハイライトよねやま

こんにちは。寒い日が続きま

すがみな様いかがですか？

今月は「職業奉仕月間」で

す。職業奉仕委員会のみな様、

よろしくお願い致します。

職業奉仕について、手続要覧

をとおして考えて見ますと、職業

奉仕の冒頭の部分に「職業奉仕」とは、あらゆる職業に携わ

る中で奉仕の理想をいかにしてロータリーが育成、支援す

るかと記載されています。さらに「職業はロータリークラブと、

クラブ会員両方の責務である」と記載されています。これら

の事を私から申し上げますより、本日の卓話の時間に地区

職業奉仕委員長の石﨑様に御講演をよろしくお願い致し

ます。

　13日は第6グループ第7回会長、幹事会が海老名RC、

オークラフロンティアホテルにて会合がありました。報告は

次会の例会で致しますが、特にひとつは、ＩＭについてでし

た。開催日2月19日（日）海老名欅ロータリークラブのホスト

です。当日はできましたら全員参加をお願いします。

伊藤　健司　幹事

スマイルボックス報告
松川健治委員長

卓話者紹介
増職業奉仕委員長

鈴木委員
出席報告

戸張ソングリーダー

委員会報告

◆HP制作／吉岡善一委員長

大和RCのホームページを作成しました。

ご覧いただき、修正等ありましたら、ご連絡下さい。

アドレスは、週報の上部に載っています。

「職業奉仕とは何か」
◆似顔絵報告／武田茂会員

地区職業奉仕委員長　石崎　孝　様
（小田原城北RC）平成3年入会

卓話　　職業奉仕月間
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宮東　悠　会長

本日 ￥１５,０００  累計 ￥４６５,６２３

◆河西正彦様（大和田園ＲＣ）

あけましておめでとうございます。本年も宜しくお願い申し上

げます。

◆石﨑孝様（小田原城北ＲＣ）

本日卓話の機会をいただきありがとうございます。よろしくお

願いいたします。

◆宮東悠会長

地区職業奉仕委員長の石崎孝様、職業奉仕の卓話よろし

くお願い致します。

◆伊藤健司幹事

私事恐縮ですが、ニュージーランドに高校留学している息子

が、無事にニュージーランドのビクトリア国立大学に合格する

ことが出来ました。多くの方々の支えに感謝いたします。あり

がとうございました。

◆古木通夫会員

寒い～！寒い～！

【２０世紀初頭アメリカの社会・経済状況】

移民の国であり、大部分は貧しく金持ちになる為に来たのだという世相。

拝金主義は商業道徳と職業倫理の低下の世相において、

ロータリー運動は「会員の事業場の利益の促進」と「親睦の充実」により急速に広まった

【ロータリーの第一・第二標語】

1911 年第２回大会

「超我の奉仕」

「最も奉仕する者、最も多く報われる」←特に日本人は大好き

【１９８９年職業宣言】

職業遂行上の心構えを明文化

　　１～８までの項目で社会の道徳基準に忠実に、倫理的基準の推進に尽くすことなど。
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