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2014 年 10 月 23 日　第 2577 回 例会 
◇ 点　　鍾　12 時 30 分

◇ ロータリーソング　『それでこそロータリー』

◇ ゲスト・ビジター紹介

　　　地区職業奉仕委員長　

　　　　　杉本　榮次会員（秦野 RC）

◇ 【避難誘導板贈呈】

　　　三浦市長 吉田英男様　　　　

　

◇ 国際ロータリー会長

　　　　　ゲイリー C.K. ホアン（台北 RC)

◇ 国際ロータリー第 2780 地区ガバナー

　　　　　渡辺　治夫（横須賀 RC)

◇ 国際ロータリー第 2780 地区第 1グループ

　　　　　ガバナー補佐　鈴木　康仁

◇ 三浦ロータリークラブ

　　　　　　　　会　　長：鈴木　正孝

　　　　　　　　副 会 長：土田　成明

　　　　　　　　幹　　事：芹川　直行

◇ 公共イメージ委員会 

　　　　　　　　委 員 長：大石　精一

　　　　　　　　副委員長：木村　謙蔵

　　　　　　　　委　　員：長瀬　六朗

◇ 例会日　毎週木曜日 12 時 30 分点鐘

◇ 例会場　三浦商工会議所 3階ホール

　　　　　 〒238-0243 三浦市三崎２丁目２２番 1６号

◇ TEL 046(881)5111 　FAX 046(881)3346

◇ website　http://www.miura-rc.jp

 会長報告　土田 成明 副会長

2577-1

 幹事報告　芹川 直行 会員　　
＊入会月祝

＊ガバナー月信

＊地区大会礼状

＊2013-14 年度地区資金会計報告

＊地区会員大会防止セミナー開催案内

＊地区　新会員の集い大同窓会開催案内

＊地区　クラブ研修リーダー研修会開催案内及び　　　

　　　　　　　　　　　　　　　登録料振込み先

＊国際ロータリー日本事務局　

　　　　　　　　　　ウェビナー開催及び登録について

＊ロータリーカード加入促進について

＊第１G　11 月三役会開催案内

＊週報　横須賀北 RC、横須賀南西 RC

＊１１月例会案内　横須賀 RC, 横須賀北 RC

＊三浦 JC「地域まるごと魅力発信

　　　　　　　　まちの宝探索！やんべぇ三浦　」開催

　　　　　

本日はありがとうございます。
これからも市民の防災に 是非ご協力お願いします。
　　　　　　　　　　　　　　三浦市長 吉田英男様

入会月祝　草野昌幸会員

避難誘導板贈呈ニコニコ BOX 集計報告
 本   日    前回迄   累　計   
ニコニコ 16,000 円  129,000 円 145,000 円
財      団 2,000 円 19,000 円 20,000 円
ポ  リ  オ 6,000 円  20,000 円 26,000 円
米　　山 5,000 円 20,500 円 25,500 円
周　　年 0 円 2,000 円 2,000 円
　 計 29,000 円 190,500 円 219,500 円

 ニコニコ BOX 報告　藍田 和男 会員

・杉本榮次（地区職業奉仕委員長・秦野RC）　

　地区職業奉仕員会の命により、職業奉仕月間の卓話

　に三浦 RC を訪問させて頂きました。本日は何卒よろ

　しくお願いします。　

・土田成明　杉本さん、今日はよろしくお願いします。

・芹川直行　杉本さん、ようこそ。

　 前回欠席のおわび、星野雄さん代理ありがとうござ

　いました。

・高木 巌　地区職業奉仕・杉本様、ようこそおいで頂

　きました。

・星野 雄　地区職業奉仕委員長・杉本様、三浦クラブ

　へようこそ。本日御指導宜しくお願い致します。

　鈴木康仁会員、ポリオのＴシャツありがとうございました。

・秋本清道　地区大会欠席しました。ガバナー補佐より

　ポリオ撲滅Ｔシャツい頂きました。

・鈴木康仁　地区大会 2 日間に渡りありがとうございま

　した。なんとか盛大のうちに終り、渡辺ガバナーも

　大喜びで感動いたしました。

　又、11/2 END POLIO NOWをよろしくお願い致します。

・笠倉正弘　地区職業奉仕委員長・杉本会員、本日のお

　話よろしく。

・藤喜代司　杉本さん、本日は雨の中遠路より有難うご

　ざいます。よろしくお願い致します。

・草野昌幸　入会月祝、ありがとうございます。
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　皆さん、今日は！　職業奉仕月

間の卓話のため、地区職業奉仕委

員会から派遣されてきました秦野

RC 所属の杉本榮次です。本日は

よろしくお願いします。

　先ず、最初に「私のプロフィー

ル」について自己紹介をさせて頂

きます。2006 年に福島県郡山市

にある東北アンリツ（株）の社長

を拝命しましたので、郡山 RC に

入会できる機会に恵まれました。

ちょうど 1 年間の在籍後、秦野

RC に転籍しました。その後、2009 年に会社勤務を完全に卒

業しましたが、秦野 RC にそのまま在籍させて頂き、満 6 年

間の皆出席を継続中です。私は入会当初から「職業奉仕

（Vocational Service）」という言葉に興味を抱きました。一

方、「職業奉仕は難しい、解らない」と良く耳にし、また、

私自身も「職業奉仕を正しく理解したい」という願望もあ

りましたので、地区職業奉仕委員会の活動に参加させて頂

きました。大先輩ロータリアンの様に職業奉仕を深く正し

く理解するためには、①ロータリーの歴史　②先輩ロータリ

アンの講演録や文献　③出版物などを着実に勉強するのが

不可欠だと思っています。しかし、本日は地区職業奉仕委

員会の活動内容および 9 月 14 日（日）に開催された地区職

業奉仕セミナーの内容を中心にお話をさせて頂きます。な

お、本日の卓話がスムーズに進行する様に要点を纏めたパ

ワーポイント（PPT）スライドを使用させて頂き、その縮刷

版を皆様に配布させて頂きましたので参照して下さい。　

１．スライド2、3

　国際ロータリー　ゲイリー C. K. ホァン会長および第

2780 地区 渡辺治夫ガバナーの方針が記載されています。詳

細は、「2014 年地区研修・協議会報告書」に掲載されていま

すので、別途、参照して下さい。

2014 年地区研修・協議会報告書（130 ページ、カラー版）

は近年には珍しくその編集内容が充実しています。特に部

門別研修・協議会（13 部門）、21～ 115 頁は地区研修・協

議会に参加されなかった会員には勿論のこと、当日、参加

できなかった他部門の内容も把握できますので大いに参考

になります。

２．スライド4，5

　地区職業奉仕委員会のメンバーの中には各クラブの会長

経験者が多数いらっしゃいます。

委員会は月 1 回のペースで開催されますので、各委員は各

グループからの代表委員であるとの自覚を持って、皆出席

（最低60％以上）を目標に委員の委嘱を受けて頂きたいです。

３．スライド6

9 月 14 日（日）、ガバナー事務所 6 階会議室に約 70 名の会

員が参加して地区職業奉仕セミナーが開催されました。

第 1 部は講師として、地区研修委員　脇 洋一郎氏（茅ヶ崎

湘南ＲＣ）をお招きし、「ロータリーの目的について」同氏

の職業奉仕に対する豊富な経験と知識をベースに下記の様

な内容について、約1時間の講演をして頂きました。

①1906 年シカゴロータリー・クラブ定款、1915 年国際ロー

　タリークラブ連合会サンフランシスコ大会でのロータリー

 出席報告　藍田 和男 会員　
・会員総数：24 名

　本日出席：15 名　欠席：9名　出席率 62.5%

・MAKE UP　

　鈴木（正）、芹川、松崎、菊池、笠倉、高木、藤＜理事会＞

　鈴木（康）＜横須賀北 RC 他 2 件＞

　星野＜地区会議＞　松崎、高木＜クラブ会議＞

　　　　　　　により、出席率は 100％となります

 委員長報告　
● 星野 雄 第1G補佐つき幹事

　＜エンドポリオについて＞

卓　話　　杉本 榮次 会員（秦野 RC)

2014 年 10 月 19 日（日）　第 2576 回 例会　【地区大会】於︓よこすか芸術劇場 
会員総数　25 名
本日出席　25 名
出  席  率　100％
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　クラブ綱領とロータリー倫理訓、ロータリーのモットー

　など初期ロータリーの歴史について 

②2010 年手続要覧の「ロータリーの綱領」から 2013 年手続

　要覧の「ロータリーの目的」に日本語訳が変更された内

　容について

③2014 年 1 月、ＲＩ理事会が職業奉仕に関する下記の２案件

　を決定した最新情報について。

　・当地区からＲＩ規定審議会に提案した内容、すなわち、

　　「ロータリーの目的の第 2 項を職業奉仕の指針として奨

　　励する」案件。

　・「ロータリーの行動規範」が 8 項目から 5 項目に簡素化

　　された案件。 

４．スライド7，8

　第 2 部は、職業奉仕委員長が司会・進行役を務め、「職業

奉仕を正しく理解するために」と題し、セミナーの参加者

に配布した「職業奉仕入門」および昨年度　職業奉仕月間

に「各クラブが実施した活動」の概要説明を行いました。

その後、全員参加の形態で約 30 分間のディスカッションを

行い、更に、セミナー全体を通して、神崎パストガバナー

（茅ヶ崎湘南ＲＣ）、竹内パストガバナー（秦野ＲＣ）から

貴重なご意見を頂きました。そして、本セミナーの企画段

階からいろいろとご指導を頂いた地区研修委員会　副委員

長　笠原又一氏（藤沢北ＲＣ）から講評を頂きました。最

後に、卓話者の派遣を希望されているクラブを確認し、10

月から卓話訪問を実施させて頂くことを説明し、セミナー

は成功裏に終了することができました。 

５．スライド9

　ＲＩからＥメールで各クラブの会長宛てに配布された「職

業奉仕入門」と「ロータリーの行動規範」の資料の要点に

ついて説明します。・・・但し、この週報用原稿では内容

の記載は省略します。

６．スライド10、11

　昨年度の職業奉仕月間に各クラブが実施した活動内容に

ついて A3, 4 枚に纏めた資料（2014 年 6 月末に各クラブの

事務局に配布済み）の要点を説明します。・・・但し、こ

の週報用原稿では内容の記載は省略します。

７．スライド12 (神崎ＰＧのご意見)

　1927 年以降、職業奉仕という概念が登場しましたが、概

念が明確に定義されてきませんでした。ロータリーの綱領、

現在のロータリーの目的の第２項は職業奉仕の事が書いて

あると誰もが良くご存じだと思います。一方、第３項は社

会奉仕のことが書いてあると理解しているロータリアンが

多数います。しかし、第３項には、個人奉仕、職業奉仕、

社会奉仕の全てが含まれています。職業奉仕を実践すると

社会奉仕になってしまう場合が多いのですが、その事とは、

別に職業奉仕の実践が存在していると誤解をしている方が

多数います。 

シェルドンは、職業＝奉仕と捉えているので、何の矛盾も

なく話が簡単になります。 

８．スライド13、14（竹内ＰＧのご意見）

　五大奉仕の垣根がはっきりしなくなり、非常にバリアフ

リーだなと思います。 

クラッシックミュージックとモダンミュージックがある様

にシェルドンは「クラシカルな意味での職業奉仕」を説き

ました。 クラブの責務としての職業奉仕が導入された後、

いわゆる 「モダン職業奉仕」というのは、自分の様に古い

ロータリアンから見ると、社会奉仕、青少年奉仕が多く含

まれています。 職業奉仕は余り難しく考えることはないと

思います。 

先ず、ロータリーとは何か？　を考えます。人格を高め、

Integrity（高 潔 性）を 高 め、ポ ー ル・ハ リ ス の い う 

Usefulness（役に立つこと）だと思います。皆さんのために

なる、社会のためになる、そして、自分のためにもなると

いう基本的な理念に立ち戻ると理解し易いです。職業奉仕

は理論も大事なのですが、実践することが難しいのではな

いのだろうか？ ある意味で社会奉仕も大事ですが、その前

に職業奉仕はグラウンド（各会員の品格と素養）を醸成す

るので、自分の足元を見据えて立派なロータリアンを目指

して下さい。 では、立派なロータリアンとは何でしょうか？

私は行動に愛を込める。この様に思っています。 

　鐘は鳴らさなければ鐘ではない。 

　歌は唄わなくては歌ではない。 

　愛は与えなければ愛ではない。

　どうか皆さん行動に愛を込めて頂きたいと思います。 

９．お願いと謝辞

　「職業奉仕入門」を本日も皆様に配布させて頂きました。

特に入会年数の短い会員の皆様にも職業奉仕を正しく理解

できる様に記載されています。ＲＩのホームページからその

年度の最新版を入手して、入会式で新会員に必ずコピーを

配布して下さる様にお願いします。本日はご清聴ありがと

う御座いました。
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・藤喜代司　杉本さん、本日は雨の中遠路より有難うご

　ざいます。よろしくお願い致します。

・草野昌幸　入会月祝、ありがとうございます。
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　皆さん、今日は！　職業奉仕月

間の卓話のため、地区職業奉仕委

員会から派遣されてきました秦野

RC 所属の杉本榮次です。本日は

よろしくお願いします。

　先ず、最初に「私のプロフィー

ル」について自己紹介をさせて頂

きます。2006 年に福島県郡山市

にある東北アンリツ（株）の社長

を拝命しましたので、郡山 RC に

入会できる機会に恵まれました。

ちょうど 1 年間の在籍後、秦野

RC に転籍しました。その後、2009 年に会社勤務を完全に卒

業しましたが、秦野 RC にそのまま在籍させて頂き、満 6 年

間の皆出席を継続中です。私は入会当初から「職業奉仕

（Vocational Service）」という言葉に興味を抱きました。一

方、「職業奉仕は難しい、解らない」と良く耳にし、また、

私自身も「職業奉仕を正しく理解したい」という願望もあ

りましたので、地区職業奉仕委員会の活動に参加させて頂

きました。大先輩ロータリアンの様に職業奉仕を深く正し

く理解するためには、①ロータリーの歴史　②先輩ロータリ

アンの講演録や文献　③出版物などを着実に勉強するのが

不可欠だと思っています。しかし、本日は地区職業奉仕委

員会の活動内容および 9 月 14 日（日）に開催された地区職

業奉仕セミナーの内容を中心にお話をさせて頂きます。な

お、本日の卓話がスムーズに進行する様に要点を纏めたパ

ワーポイント（PPT）スライドを使用させて頂き、その縮刷

版を皆様に配布させて頂きましたので参照して下さい。　

１．スライド2、3

　国際ロータリー　ゲイリー C. K. ホァン会長および第

2780 地区 渡辺治夫ガバナーの方針が記載されています。詳

細は、「2014 年地区研修・協議会報告書」に掲載されていま

すので、別途、参照して下さい。

2014 年地区研修・協議会報告書（130 ページ、カラー版）

は近年には珍しくその編集内容が充実しています。特に部

門別研修・協議会（13 部門）、21～ 115 頁は地区研修・協

議会に参加されなかった会員には勿論のこと、当日、参加

できなかった他部門の内容も把握できますので大いに参考

になります。

２．スライド4，5

　地区職業奉仕委員会のメンバーの中には各クラブの会長

経験者が多数いらっしゃいます。

委員会は月 1 回のペースで開催されますので、各委員は各

グループからの代表委員であるとの自覚を持って、皆出席

（最低60％以上）を目標に委員の委嘱を受けて頂きたいです。

３．スライド6

9 月 14 日（日）、ガバナー事務所 6 階会議室に約 70 名の会

員が参加して地区職業奉仕セミナーが開催されました。

第 1 部は講師として、地区研修委員　脇 洋一郎氏（茅ヶ崎

湘南ＲＣ）をお招きし、「ロータリーの目的について」同氏

の職業奉仕に対する豊富な経験と知識をベースに下記の様

な内容について、約1時間の講演をして頂きました。

①1906 年シカゴロータリー・クラブ定款、1915 年国際ロー

　タリークラブ連合会サンフランシスコ大会でのロータリー

 出席報告　藍田 和男 会員　
・会員総数：24 名

　本日出席：15 名　欠席：9名　出席率 62.5%

・MAKE UP　

　鈴木（正）、芹川、松崎、菊池、笠倉、高木、藤＜理事会＞

　鈴木（康）＜横須賀北 RC 他 2 件＞

　星野＜地区会議＞　松崎、高木＜クラブ会議＞

　　　　　　　により、出席率は 100％となります

 委員長報告　
● 星野 雄 第1G補佐つき幹事

　＜エンドポリオについて＞

卓　話　　杉本 榮次 会員（秦野 RC)

2014 年 10 月 19 日（日）　第 2576 回 例会　【地区大会】於︓よこすか芸術劇場 
会員総数　25 名
本日出席　25 名
出  席  率　100％
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　クラブ綱領とロータリー倫理訓、ロータリーのモットー

　など初期ロータリーの歴史について 

②2010 年手続要覧の「ロータリーの綱領」から 2013 年手続

　要覧の「ロータリーの目的」に日本語訳が変更された内

　容について

③2014 年 1 月、ＲＩ理事会が職業奉仕に関する下記の２案件

　を決定した最新情報について。

　・当地区からＲＩ規定審議会に提案した内容、すなわち、

　　「ロータリーの目的の第 2 項を職業奉仕の指針として奨

　　励する」案件。

　・「ロータリーの行動規範」が 8 項目から 5 項目に簡素化

　　された案件。 

４．スライド7，8

　第 2 部は、職業奉仕委員長が司会・進行役を務め、「職業

奉仕を正しく理解するために」と題し、セミナーの参加者

に配布した「職業奉仕入門」および昨年度　職業奉仕月間

に「各クラブが実施した活動」の概要説明を行いました。

その後、全員参加の形態で約 30 分間のディスカッションを

行い、更に、セミナー全体を通して、神崎パストガバナー

（茅ヶ崎湘南ＲＣ）、竹内パストガバナー（秦野ＲＣ）から

貴重なご意見を頂きました。そして、本セミナーの企画段

階からいろいろとご指導を頂いた地区研修委員会　副委員

長　笠原又一氏（藤沢北ＲＣ）から講評を頂きました。最

後に、卓話者の派遣を希望されているクラブを確認し、10

月から卓話訪問を実施させて頂くことを説明し、セミナー

は成功裏に終了することができました。 

５．スライド9

　ＲＩからＥメールで各クラブの会長宛てに配布された「職

業奉仕入門」と「ロータリーの行動規範」の資料の要点に

ついて説明します。・・・但し、この週報用原稿では内容

の記載は省略します。

６．スライド10、11

　昨年度の職業奉仕月間に各クラブが実施した活動内容に

ついて A3, 4 枚に纏めた資料（2014 年 6 月末に各クラブの

事務局に配布済み）の要点を説明します。・・・但し、こ

の週報用原稿では内容の記載は省略します。

７．スライド12 (神崎ＰＧのご意見)

　1927 年以降、職業奉仕という概念が登場しましたが、概

念が明確に定義されてきませんでした。ロータリーの綱領、

現在のロータリーの目的の第２項は職業奉仕の事が書いて

あると誰もが良くご存じだと思います。一方、第３項は社

会奉仕のことが書いてあると理解しているロータリアンが

多数います。しかし、第３項には、個人奉仕、職業奉仕、

社会奉仕の全てが含まれています。職業奉仕を実践すると

社会奉仕になってしまう場合が多いのですが、その事とは、

別に職業奉仕の実践が存在していると誤解をしている方が

多数います。 

シェルドンは、職業＝奉仕と捉えているので、何の矛盾も

なく話が簡単になります。 

８．スライド13、14（竹内ＰＧのご意見）

　五大奉仕の垣根がはっきりしなくなり、非常にバリアフ

リーだなと思います。 

クラッシックミュージックとモダンミュージックがある様

にシェルドンは「クラシカルな意味での職業奉仕」を説き

ました。 クラブの責務としての職業奉仕が導入された後、

いわゆる 「モダン職業奉仕」というのは、自分の様に古い

ロータリアンから見ると、社会奉仕、青少年奉仕が多く含

まれています。 職業奉仕は余り難しく考えることはないと

思います。 

先ず、ロータリーとは何か？　を考えます。人格を高め、

Integrity（高 潔 性）を 高 め、ポ ー ル・ハ リ ス の い う 

Usefulness（役に立つこと）だと思います。皆さんのために

なる、社会のためになる、そして、自分のためにもなると

いう基本的な理念に立ち戻ると理解し易いです。職業奉仕

は理論も大事なのですが、実践することが難しいのではな

いのだろうか？ ある意味で社会奉仕も大事ですが、その前

に職業奉仕はグラウンド（各会員の品格と素養）を醸成す

るので、自分の足元を見据えて立派なロータリアンを目指

して下さい。 では、立派なロータリアンとは何でしょうか？

私は行動に愛を込める。この様に思っています。 

　鐘は鳴らさなければ鐘ではない。 

　歌は唄わなくては歌ではない。 

　愛は与えなければ愛ではない。

　どうか皆さん行動に愛を込めて頂きたいと思います。 

９．お願いと謝辞

　「職業奉仕入門」を本日も皆様に配布させて頂きました。

特に入会年数の短い会員の皆様にも職業奉仕を正しく理解

できる様に記載されています。ＲＩのホームページからその

年度の最新版を入手して、入会式で新会員に必ずコピーを

配布して下さる様にお願いします。本日はご清聴ありがと

う御座いました。
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2014 年 10 月 23 日　第 2577 回 例会 
◇ 点　　鍾　12 時 30 分

◇ ロータリーソング　『それでこそロータリー』

◇ ゲスト・ビジター紹介

　　　地区職業奉仕委員長　

　　　　　杉本　榮次会員（秦野 RC）

◇ 【避難誘導板贈呈】

　　　三浦市長 吉田英男様　　　　

　

◇ 国際ロータリー会長

　　　　　ゲイリー C.K. ホアン（台北 RC)

◇ 国際ロータリー第 2780 地区ガバナー

　　　　　渡辺　治夫（横須賀 RC)

◇ 国際ロータリー第 2780 地区第 1グループ

　　　　　ガバナー補佐　鈴木　康仁

◇ 三浦ロータリークラブ

　　　　　　　　会　　長：鈴木　正孝

　　　　　　　　副 会 長：土田　成明

　　　　　　　　幹　　事：芹川　直行

◇ 公共イメージ委員会 

　　　　　　　　委 員 長：大石　精一

　　　　　　　　副委員長：木村　謙蔵

　　　　　　　　委　　員：長瀬　六朗

◇ 例会日　毎週木曜日 12 時 30 分点鐘

◇ 例会場　三浦商工会議所 3階ホール

　　　　　 〒238-0243 三浦市三崎２丁目２２番 1６号

◇ TEL 046(881)5111 　FAX 046(881)3346

◇ website　http://www.miura-rc.jp

 会長報告　土田 成明 副会長
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 幹事報告　芹川 直行 会員　　
＊入会月祝

＊ガバナー月信

＊地区大会礼状

＊2013-14 年度地区資金会計報告

＊地区会員大会防止セミナー開催案内

＊地区　新会員の集い大同窓会開催案内

＊地区　クラブ研修リーダー研修会開催案内及び　　　

　　　　　　　　　　　　　　　登録料振込み先

＊国際ロータリー日本事務局　

　　　　　　　　　　ウェビナー開催及び登録について

＊ロータリーカード加入促進について

＊第１G　11 月三役会開催案内

＊週報　横須賀北 RC、横須賀南西 RC

＊１１月例会案内　横須賀 RC, 横須賀北 RC

＊三浦 JC「地域まるごと魅力発信

　　　　　　　　まちの宝探索！やんべぇ三浦　」開催

　　　　　

本日はありがとうございます。
これからも市民の防災に 是非ご協力お願いします。
　　　　　　　　　　　　　　三浦市長 吉田英男様

入会月祝　草野昌幸会員

避難誘導板贈呈ニコニコ BOX 集計報告
 本   日    前回迄   累　計   
ニコニコ 16,000 円  129,000 円 145,000 円
財      団 2,000 円 19,000 円 20,000 円
ポ  リ  オ 6,000 円  20,000 円 26,000 円
米　　山 5,000 円 20,500 円 25,500 円
周　　年 0 円 2,000 円 2,000 円
　 計 29,000 円 190,500 円 219,500 円

 ニコニコ BOX 報告　藍田 和男 会員

・杉本榮次（地区職業奉仕委員長・秦野RC）　

　地区職業奉仕員会の命により、職業奉仕月間の卓話

　に三浦 RC を訪問させて頂きました。本日は何卒よろ

　しくお願いします。　

・土田成明　杉本さん、今日はよろしくお願いします。

・芹川直行　杉本さん、ようこそ。

　 前回欠席のおわび、星野雄さん代理ありがとうござ

　いました。

・高木 巌　地区職業奉仕・杉本様、ようこそおいで頂

　きました。

・星野 雄　地区職業奉仕委員長・杉本様、三浦クラブ

　へようこそ。本日御指導宜しくお願い致します。

　鈴木康仁会員、ポリオのＴシャツありがとうございました。

・秋本清道　地区大会欠席しました。ガバナー補佐より

　ポリオ撲滅Ｔシャツい頂きました。

・鈴木康仁　地区大会 2 日間に渡りありがとうございま

　した。なんとか盛大のうちに終り、渡辺ガバナーも

　大喜びで感動いたしました。

　又、11/2 END POLIO NOWをよろしくお願い致します。

・笠倉正弘　地区職業奉仕委員長・杉本会員、本日のお

　話よろしく。

・藤喜代司　杉本さん、本日は雨の中遠路より有難うご

　ざいます。よろしくお願い致します。

・草野昌幸　入会月祝、ありがとうございます。
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　皆さん、今日は！　職業奉仕月

間の卓話のため、地区職業奉仕委

員会から派遣されてきました秦野

RC 所属の杉本榮次です。本日は

よろしくお願いします。

　先ず、最初に「私のプロフィー

ル」について自己紹介をさせて頂

きます。2006 年に福島県郡山市

にある東北アンリツ（株）の社長

を拝命しましたので、郡山 RC に

入会できる機会に恵まれました。

ちょうど 1 年間の在籍後、秦野

RC に転籍しました。その後、2009 年に会社勤務を完全に卒

業しましたが、秦野 RC にそのまま在籍させて頂き、満 6 年

間の皆出席を継続中です。私は入会当初から「職業奉仕

（Vocational Service）」という言葉に興味を抱きました。一

方、「職業奉仕は難しい、解らない」と良く耳にし、また、

私自身も「職業奉仕を正しく理解したい」という願望もあ

りましたので、地区職業奉仕委員会の活動に参加させて頂

きました。大先輩ロータリアンの様に職業奉仕を深く正し

く理解するためには、①ロータリーの歴史　②先輩ロータリ

アンの講演録や文献　③出版物などを着実に勉強するのが

不可欠だと思っています。しかし、本日は地区職業奉仕委

員会の活動内容および 9 月 14 日（日）に開催された地区職

業奉仕セミナーの内容を中心にお話をさせて頂きます。な

お、本日の卓話がスムーズに進行する様に要点を纏めたパ

ワーポイント（PPT）スライドを使用させて頂き、その縮刷

版を皆様に配布させて頂きましたので参照して下さい。　

１．スライド2、3

　国際ロータリー　ゲイリー C. K. ホァン会長および第

2780 地区 渡辺治夫ガバナーの方針が記載されています。詳

細は、「2014 年地区研修・協議会報告書」に掲載されていま

すので、別途、参照して下さい。

2014 年地区研修・協議会報告書（130 ページ、カラー版）

は近年には珍しくその編集内容が充実しています。特に部

門別研修・協議会（13 部門）、21～ 115 頁は地区研修・協

議会に参加されなかった会員には勿論のこと、当日、参加

できなかった他部門の内容も把握できますので大いに参考

になります。

２．スライド4，5

　地区職業奉仕委員会のメンバーの中には各クラブの会長

経験者が多数いらっしゃいます。

委員会は月 1 回のペースで開催されますので、各委員は各

グループからの代表委員であるとの自覚を持って、皆出席

（最低60％以上）を目標に委員の委嘱を受けて頂きたいです。

３．スライド6

9 月 14 日（日）、ガバナー事務所 6 階会議室に約 70 名の会

員が参加して地区職業奉仕セミナーが開催されました。

第 1 部は講師として、地区研修委員　脇 洋一郎氏（茅ヶ崎

湘南ＲＣ）をお招きし、「ロータリーの目的について」同氏

の職業奉仕に対する豊富な経験と知識をベースに下記の様

な内容について、約1時間の講演をして頂きました。

①1906 年シカゴロータリー・クラブ定款、1915 年国際ロー

　タリークラブ連合会サンフランシスコ大会でのロータリー

 出席報告　藍田 和男 会員　
・会員総数：24 名

　本日出席：15 名　欠席：9名　出席率 62.5%

・MAKE UP　

　鈴木（正）、芹川、松崎、菊池、笠倉、高木、藤＜理事会＞

　鈴木（康）＜横須賀北 RC 他 2 件＞

　星野＜地区会議＞　松崎、高木＜クラブ会議＞

　　　　　　　により、出席率は 100％となります

 委員長報告　
● 星野 雄 第1G補佐つき幹事

　＜エンドポリオについて＞

卓　話　　杉本 榮次 会員（秦野 RC)

2014 年 10 月 19 日（日）　第 2576 回 例会　【地区大会】於︓よこすか芸術劇場 
会員総数　25 名
本日出席　25 名
出  席  率　100％

2577-3

　クラブ綱領とロータリー倫理訓、ロータリーのモットー

　など初期ロータリーの歴史について 

②2010 年手続要覧の「ロータリーの綱領」から 2013 年手続

　要覧の「ロータリーの目的」に日本語訳が変更された内

　容について

③2014 年 1 月、ＲＩ理事会が職業奉仕に関する下記の２案件

　を決定した最新情報について。

　・当地区からＲＩ規定審議会に提案した内容、すなわち、

　　「ロータリーの目的の第 2 項を職業奉仕の指針として奨

　　励する」案件。

　・「ロータリーの行動規範」が 8 項目から 5 項目に簡素化

　　された案件。 

４．スライド7，8

　第 2 部は、職業奉仕委員長が司会・進行役を務め、「職業

奉仕を正しく理解するために」と題し、セミナーの参加者

に配布した「職業奉仕入門」および昨年度　職業奉仕月間

に「各クラブが実施した活動」の概要説明を行いました。

その後、全員参加の形態で約 30 分間のディスカッションを

行い、更に、セミナー全体を通して、神崎パストガバナー

（茅ヶ崎湘南ＲＣ）、竹内パストガバナー（秦野ＲＣ）から

貴重なご意見を頂きました。そして、本セミナーの企画段

階からいろいろとご指導を頂いた地区研修委員会　副委員

長　笠原又一氏（藤沢北ＲＣ）から講評を頂きました。最

後に、卓話者の派遣を希望されているクラブを確認し、10

月から卓話訪問を実施させて頂くことを説明し、セミナー

は成功裏に終了することができました。 

５．スライド9

　ＲＩからＥメールで各クラブの会長宛てに配布された「職

業奉仕入門」と「ロータリーの行動規範」の資料の要点に

ついて説明します。・・・但し、この週報用原稿では内容

の記載は省略します。

６．スライド10、11

　昨年度の職業奉仕月間に各クラブが実施した活動内容に

ついて A3, 4 枚に纏めた資料（2014 年 6 月末に各クラブの

事務局に配布済み）の要点を説明します。・・・但し、こ

の週報用原稿では内容の記載は省略します。

７．スライド12 (神崎ＰＧのご意見)

　1927 年以降、職業奉仕という概念が登場しましたが、概

念が明確に定義されてきませんでした。ロータリーの綱領、

現在のロータリーの目的の第２項は職業奉仕の事が書いて

あると誰もが良くご存じだと思います。一方、第３項は社

会奉仕のことが書いてあると理解しているロータリアンが

多数います。しかし、第３項には、個人奉仕、職業奉仕、

社会奉仕の全てが含まれています。職業奉仕を実践すると

社会奉仕になってしまう場合が多いのですが、その事とは、

別に職業奉仕の実践が存在していると誤解をしている方が

多数います。 

シェルドンは、職業＝奉仕と捉えているので、何の矛盾も

なく話が簡単になります。 

８．スライド13、14（竹内ＰＧのご意見）

　五大奉仕の垣根がはっきりしなくなり、非常にバリアフ

リーだなと思います。 

クラッシックミュージックとモダンミュージックがある様

にシェルドンは「クラシカルな意味での職業奉仕」を説き

ました。 クラブの責務としての職業奉仕が導入された後、

いわゆる 「モダン職業奉仕」というのは、自分の様に古い

ロータリアンから見ると、社会奉仕、青少年奉仕が多く含

まれています。 職業奉仕は余り難しく考えることはないと

思います。 

先ず、ロータリーとは何か？　を考えます。人格を高め、

Integrity（高 潔 性）を 高 め、ポ ー ル・ハ リ ス の い う 

Usefulness（役に立つこと）だと思います。皆さんのために

なる、社会のためになる、そして、自分のためにもなると

いう基本的な理念に立ち戻ると理解し易いです。職業奉仕

は理論も大事なのですが、実践することが難しいのではな

いのだろうか？ ある意味で社会奉仕も大事ですが、その前

に職業奉仕はグラウンド（各会員の品格と素養）を醸成す

るので、自分の足元を見据えて立派なロータリアンを目指

して下さい。 では、立派なロータリアンとは何でしょうか？

私は行動に愛を込める。この様に思っています。 

　鐘は鳴らさなければ鐘ではない。 

　歌は唄わなくては歌ではない。 

　愛は与えなければ愛ではない。

　どうか皆さん行動に愛を込めて頂きたいと思います。 

９．お願いと謝辞

　「職業奉仕入門」を本日も皆様に配布させて頂きました。

特に入会年数の短い会員の皆様にも職業奉仕を正しく理解

できる様に記載されています。ＲＩのホームページからその

年度の最新版を入手して、入会式で新会員に必ずコピーを

配布して下さる様にお願いします。本日はご清聴ありがと

う御座いました。
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