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２月 　６日（火）

２月 １２日（月・祝）

２月

月

１３日（火）

２０日（火）

第6回クラブフォーラム「国際奉仕について」

第６Ｇ ＩＭ

取止め例会（祝日週）

第５回クラブ協議会「ＩＭを終え」

赤澤・戸張

赤澤・戸張・田辺・石井

  １月 １６日（火）

  １月 ２３日（火）

  １月 ３０日（火）

2

4

93.33

86.21

28

25

武田　茂　会長

森川 良三 幹事

第26１8回 201８年1月23日（火）

司　会 ／　 　三浦　高義　会員

Ｓ.　　Ｌ. ／ 相原 聰　会員

斉　　唱 ／「我等の生業」

ゲ スト ／  　ＲＩ第２７８０地区
職業奉仕委員会 委員長
瀧澤　秀俊 様  

会長の時間

 幹 事 報 告

本日 ￥８,０００   累計 ￥３７９,５００

相原ソングリーダー司会三浦SAA

出席報告
籾山委員

公共イメージ雑誌委員会
報告　松川委員長

スマイルＢＯＸ

　こんにちは。昨日の雪は

いかがでしたでしょうか？

　アトリエから見える前の

道を見ていると、夜７時過

ぎ、うかい亭の方へなだら

かな登りの坂道、登り切れ

ない車が立ち往生！！　助

けにも行かないで結構楽しんでいました。

　その内運転手は車をそのままにしてどこかに消

えてしまいました。大きな立派な車ほど動けなくな

り、小さなファミリーカーはその車の横をすいすい

通り抜けていました。

　昨日みたいな日に家を出なくてはいけないお仕

事の方はご苦労様でした。

　ニュースを見ると東京を含め都会は雪にめっぽ

う弱いと思いました。今日は我が家も車を出すの

に朝から雪かきをして良い運動をしてきました。後

で腰痛がでそうです。皆様はいかがでしたか？

ありがとうございました。

スマイルボックス報告
相原委員

・ＩＭが２月１２日（月）

１４時～オクラフロンティ

アホテル海老名で開催

致します。出欠の回覧を

回します。

ポスティング：

・次第

・週報

・卓話資料　アケート　※アンケートは、卓話

終了後に回収致しますので、皆様ご記入をお願

い致します。

回覧：

・相模原週報

・ＴＨＥ　ＲＯＴＡＲＩＡＮ

瀧澤秀俊様（ＲＩ第２７８０地区職業奉仕委員

長　藤沢ＲＣ）／本日は、魂を込めて、職業奉仕を

語ります。皆様も気合を入れて聴いて下さい。最後

までどうぞよろしくお願いいたします。

奉仕に学び　職業で奉仕する
ＲＩ第２７８０地区 職業奉仕委員長　瀧澤　秀俊 様

質問

　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？

　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。

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！

　「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。

　

　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。

本田誠一会員／雪国の大変さを感ずる昨日、皆

様、骨折もなく良かったです。

長谷川衛会員／妻の誕生日を祝っていただき、あり

がとうございました。（連れそって５０年となります）

籾山豊会員／ワイフと私の誕生日祝いをありがとう

ございます。

井上勝彦会員／地区職業奉仕委員長　瀧澤様、

大雪の中、大和ＲＣへようこそ。本日はよろしくお願

いいたします。

古木通夫会員／慣れない雪

かき！　ああ、腰が痛い！

卓 話

卓話者紹介
井上職業奉仕委員長

２６２０

２６２１

お祝いの報告
本田委員

ご夫人お誕生祝い長谷川衛君会員お誕生祝い籾山豊君



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

 

２

前々回

前　回

本　日

３４（１０）

３２（１０）

３２（１０）

 

 

 

.1.24.17.10.3.27

２０１８年１月３０日発行

.13.22.8.1.18.11.4.25.18.14

【大和ロータリークラブ活動方針　： ロータリーに変化をもたらす】
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２月

月

１３日（火）

２０日（火）

第6回クラブフォーラム「国際奉仕について」

第６Ｇ ＩＭ

取止め例会（祝日週）

第５回クラブ協議会「ＩＭを終え」

赤澤・戸張

赤澤・戸張・田辺・石井

  １月 １６日（火）

  １月 ２３日（火）

  １月 ３０日（火）
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武田　茂　会長

森川 良三 幹事

第26１8回 201８年1月23日（火）

司　会 ／　 　三浦　高義　会員

Ｓ.　　Ｌ. ／ 相原 聰　会員

斉　　唱 ／「我等の生業」

ゲ スト ／  　ＲＩ第２７８０地区
職業奉仕委員会 委員長
瀧澤　秀俊 様  

会長の時間

 幹 事 報 告

本日 ￥８,０００   累計 ￥３７９,５００

相原ソングリーダー司会三浦SAA

出席報告
籾山委員

公共イメージ雑誌委員会
報告　松川委員長

スマイルＢＯＸ

　こんにちは。昨日の雪は

いかがでしたでしょうか？

　アトリエから見える前の

道を見ていると、夜７時過

ぎ、うかい亭の方へなだら

かな登りの坂道、登り切れ

ない車が立ち往生！！　助

けにも行かないで結構楽しんでいました。

　その内運転手は車をそのままにしてどこかに消

えてしまいました。大きな立派な車ほど動けなくな

り、小さなファミリーカーはその車の横をすいすい

通り抜けていました。

　昨日みたいな日に家を出なくてはいけないお仕

事の方はご苦労様でした。

　ニュースを見ると東京を含め都会は雪にめっぽ

う弱いと思いました。今日は我が家も車を出すの

に朝から雪かきをして良い運動をしてきました。後

で腰痛がでそうです。皆様はいかがでしたか？

ありがとうございました。

スマイルボックス報告
相原委員

・ＩＭが２月１２日（月）

１４時～オクラフロンティ

アホテル海老名で開催

致します。出欠の回覧を

回します。

ポスティング：

・次第

・週報

・卓話資料　アケート　※アンケートは、卓話

終了後に回収致しますので、皆様ご記入をお願

い致します。

回覧：

・相模原週報

・ＴＨＥ　ＲＯＴＡＲＩＡＮ

瀧澤秀俊様（ＲＩ第２７８０地区職業奉仕委員

長　藤沢ＲＣ）／本日は、魂を込めて、職業奉仕を

語ります。皆様も気合を入れて聴いて下さい。最後

までどうぞよろしくお願いいたします。

奉仕に学び　職業で奉仕する
ＲＩ第２７８０地区 職業奉仕委員長　瀧澤　秀俊 様

質問

　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？

　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。

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！

　「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。

　

　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。

本田誠一会員／雪国の大変さを感ずる昨日、皆

様、骨折もなく良かったです。

長谷川衛会員／妻の誕生日を祝っていただき、あり

がとうございました。（連れそって５０年となります）

籾山豊会員／ワイフと私の誕生日祝いをありがとう

ございます。

井上勝彦会員／地区職業奉仕委員長　瀧澤様、

大雪の中、大和ＲＣへようこそ。本日はよろしくお願

いいたします。

古木通夫会員／慣れない雪

かき！　ああ、腰が痛い！

卓 話

卓話者紹介
井上職業奉仕委員長

２６２０

２６２１

お祝いの報告
本田委員

ご夫人お誕生祝い長谷川衛君会員お誕生祝い籾山豊君


