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■司　　会　SAA　岡田　　隆
■開会点鐘　会長　安藤　公一
■出席報告

■本日の欠席者／宋、二宮、関口（大）
■オンライン出席／福村
■ビジター／
山田正憲様（地区職業奉仕委員長、神奈川東 RC）

青山美治様（横浜中 RC・地区職業奉仕委員）

縄島周治様（横浜戸塚 RC・地区職業奉仕委員）

■誕生日祝い／中谷会員

■年男

市川会員・岡田会員

■会長報告　　　　　　　　　　　安藤　公一
　新年明けましておめでとうございます。本年
もどうぞよろしくお願い致します。、年明け初
めて、年末年始をはさみ三週間ぶりの例会とな
ります。皆様良いお年をお迎え頂いたこととお
慶び申し上げる次第です。
　本日は、地区職業奉仕委員長であられる山田
正憲様、地区職業奉仕委員の青山様、縄島様に
お越しいただきお話を頂戴できることとなりま
した。ロータリークラブの特徴である「職業奉
仕」について改めてしっかりと勉強したいと思
います。山田委員長宜しくお願い致します。
　この冬は、寒気の頻繁な襲来により東北・北
陸をはじめとする日本海側各地では、記録的な
豪雪に見舞われ、数名の犠牲者も出たと報道さ
れています。亡くなられた方々のご冥福をお祈
りするとともに豪雪被害に遭われた方々にお見
舞い申し上げる次第です。
　一方で新型コロナの感染者数・死者共に日に
日に増加してきています。全国的にも連続の前
週同曜日越えとなってきています。毎週繰り返
して申し上げていますが、新型コロナ・インフ
ルエンザも含め体調の管理に引き続き気を付け
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本日の出席数    １５名会員数　 　   　 １８名

本日の出席率   83.33％ 修正出席率      75.00％
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ていきたいと思います。
　この 3 週間は高校生のサッカー、ラグビー、
バレーボールと全国大会が行われそれぞれに感
動を頂きました。日頃の努力が報われた各優勝
校の関係者の皆様にはお祝いを残念ながら優勝
までは届かなかったチームの皆さんにはそれま
でのご努力に敬意とお礼を申し上げたいと思い
ます。コロナ禍における選手、チーム関係者の
健康管理には、想像を絶するお力を要したこと
は想像に難くありません。
　大学スポーツでは、駒沢大学が箱根駅伝を制
し、ラグビーでは、大方の予想通り帝京大学が
段違いの強さを発揮し、二連覇を飾りました。
この大敗を糧として来シーズン早稲田が大きく
飛躍していくことを祈ります。
▷地区関係
１）財団奨学生の募集開始のお知らせがきまし
た。グローバル、地区共に応募期限は 1/23 と
なっています。
２）ローターアクトの年次総会が１/28 にロイ
ヤルホール横浜で開催されるとの案内がきまし
た。ご興味のある方は、回覧を回しますのでご
覧ください
３）インターアクトの年次総会が 1 月 22 日開
催されます。
４）第 5 グループの合同「入会候補者会食会」
が来年 1 月 28 日㈯ 17 時より、ロイヤルホー
ル横浜で開催されることとなり、各クラブ 2 ～
3 名の候補者を連れてくるようにとの要請があ
りました。申し込み締め切りは 1 月 18 日です
ので、入会候補者紹介に皆さまのご協力をお願
いします。
▷クラブ関係
５）来年 1 月 7 日㈯に旭区新年賀詞交歓会が
12 時から 12 時 30 分まで飲食無で開催され出
席して参りました。その場で聞いた話では、鶴ヶ
峰が本当に住みたいまち関東圏 2023 版の 10
位にランクインされたとのことでした。イン

ターネットで調べたところ本当でした。
６）横浜瀬谷 RC との合同例会を来年 2 月 3 日
㈮ 18:30 より二俣川の Aday で開催する運びと
なりました。
７）1 月 29 日㈰旭公会堂で東日本大震災被災
地支援チャリティーコンサートを開催します。
８）予てより退会の意向を示されていた東谷さ
ん、目黒さんが 12 月一杯で退会されました。
退会阻止にご尽力頂いた皆様、ありがとうござ
いました。会長としての力不足により引止める
ことができませんでした。誠に申し訳ありませ
ん。これにめげることなく我が横浜旭 RC の将
来のため増強に努めねばなりません。会員皆様
の更なるご協力をお願い申し上げます。
９）本日、例会終了後理事会を開催します。
■ニコニコ BOX
山田正憲・青山美治・縄島周治様／本日、卓話
に参りました。地区委員２名もメーキャップさ
せていただきました。よろしくお願いします。
安藤　公一／新年明けましておめでとうござい
ます。本年も宜しくお願いします。
地区職業奉仕委員会よりお越し頂いた。山田委
員長、青山様、縄島様、本日宜しくお願い致し
ます。
大学ラグビー、帝京強かった。頑張れワセダ。
新川　　尚／山田様、本日は宜しくお願いしま
す。
関口　友宏／世界の平和とコロナの収束を願っ
て。本年も宜しくお願い申し上げます。
五十嵐　正／皆様明けましておめでとうござい
ます。本年もご指導よろしくお願いします。
地区職業奉仕委員長山田様、本日の卓話よろし
くお願いします。
内田　　敏／明けましておめでとうございま
す。本年もよろしくお願いします。山田様本日
の卓話よろしくお願いいたします。
佐藤利明・真吾／新年明けましておめでとうご
ざいます。今年もよろしくお願いします。
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地区職業奉仕委員長山田様ようこそ。卓話よろ
しくお願いします。青山様、縄島様ようこそ。
中谷　逸希／神奈川東ロータリークラブ山田
様、お話楽しみにしています。よろしくお願い
いたします。
岡田　　隆／本年もよろしくお願い致します。
山田正憲様、本日の卓話よろしくお願い致しま
す。
平子　智章／新年明けましておめでとうござい
ます。今年もよろしくお願いします。
北澤　正浩／神奈川東 RC 地区職業奉仕委員長
山田正憲様、青山美治様、縄島周治様、ようこ
そいらっしゃいました。本日の卓話宜しくお願
い致します。
■卓話「職業奉仕とは」　　　　　　　　　　

地区職業奉仕委員会　委員長　山田正憲様

職業奉仕とは
Ⅰ．職業奉仕の概念
◎職業奉仕とは（ロータリー章典より）
　あらゆる職業に携わる中で、奉仕の理想の実
践をロータリーが培い、支援する方法
※　奉仕の理想とは　“ 他人のことを思いやり、
他人のために尽くすこと ”（1937 年　国際大会）
　「ロータリーの目的」の第２項は職業奉仕の
基礎として、具体的には、以下を奨励し、育む。
・職業上の高い倫理基準
・役に立つ仕事は全て価値あるものという認識
・社会に奉仕する機会としてロータリアン各自
の職業を高潔なものにすること
　上記の職業奉仕の理想に本来込められている

のは次のものである。
1) 雇主・従業員・同僚への誠実 ･ 忠実さ、また、
この人達や同業者・一般の人々・職業上の知己
すべての公正な扱い。
2) 自己の職業上の手腕を社会の問題やニーズに
役立てること。
◎ロータリーの目的
　ロータリーの目的は、意義有る事業の基礎と
して奉仕の理念を奨励し、これを育むことにあ
る。具体的には、次の各項を奨励することにある。
１．知り合いを広めることによって奉仕の機会
とすること
２．職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事
はすべて価値あるものと認識し、社会に奉仕す
る機会としてロータリアン各自の職業を高潔な
ものにすること
３．ロータリアン一人一人が、個人として、ま
た事業および社会生活において、日々、奉仕の
理念を実践すること
４．奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネッ
トワークを通じて、国際理解、親善、平和を推
進すること
Ⅱ．職業奉仕の歴史
・アーサー・フレデリック ･ シェルドンが提唱
・1910,1911,1913 年の国際大会と
　The Rotarian 誌への数回の投稿で理念を説く
・1915 年の国際大会で「ロータリー倫理訓」策定
　　　↓
　宗教色が強く余りにも厳しい内容から批判の
対象となる
・1921 年の国際大会で発表した「ロータリー
の哲学」と題するスピーチで職業奉仕の理念を
提唱
Ⅲ．倫理的行動を実践するための指針
◎四つのテスト
1932 年ハーバート・Ｊ ･ テーラーにより制定
　言行はこれに照らしてから
・真実かどうか？
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・みんなに公平か？
・行為と友情を深めるか？
・みんなのためになるかどうか？
◎ロータリアンの行動規範（ロータリー章典より）

　ロータリアンとして、私は以下のように行動
する。
・個人として、また事業において、高潔さと高
い倫理基準を持って行動する。
・取引すべてにおいて公正に努め、相手とその
職業に対して尊重の念をもって接する。
・自分の職業スキルを生かして、若い人びとを
導き、特別なニーズを抱える人　　びとを助け、
地域社会や世界中の人びとの生活の質を高め
る。 
・ロータリーやほかのロータリアンの評判を落
とすような言動は避ける。
・ロータリーの会合、行事、及び活動において
ハラスメントのない環境を維持することを支援
し、ハラスメントの疑いがあれば報告し、ハラ
スメントを報告した人への報復が起こらないよ
う確認する。　　　　　
◎渋沢栄一の言葉
　事に当たって、するかしないかは、
・第一にこれが道理にかなうか否かを考え、そ
れが道理にかなうならば、
・第二にそれが国家社会の利益になるかどうか
考え、
・第三にそれがさらに自己のためにもなるかど
うかを考える。
　そして、もしそれが自己のためにはならぬが、
道理にかない国家社会を利するというなら、
・断然自己の利益は捨て、道理のあるところに
従うつもりである。
Ⅳ．これからの職業奉仕
◎以下の政策目標に答えるような変化と進化が
求められている。
・ESG 投資（環境・社会・統治）
・SDGS（持続可能な開発目標）

・DEI（多様性・公平性・包括性）

◎職場や地域社会に於いて模範を示し、高い倫

理基準を推進し実践する

・従業員の雇用・研修・指導に於いて、誠意・責任・

公平さ・尊重について説明し、その重要性を強

調する

・仕事仲間による模範的な行動を称え、奨励する

・顧客・業者・仕事関係者と接する際は、高い

倫理基準を遂行し、思いやりと熟慮を持って行

動する

・ビジネスや組織において、社会的・環境的に

責任のある慣行を推進する

Ⅴ．職業奉仕の実現

・職業奉仕に関する情報を委員会が提供し会員

とともに語り合う

・会員が関係する業界・職場・地域社会におい

て「奉仕の理想」にかなう行動を起こすにはど

うすれば良いかをともに考える

・単なる職業紹介でなく職業倫理・道徳に照ら

しての成功例や失敗例の卓話・フォーラムを行う

・会員の職業（専門的知見）を生かした奉仕（出

前授業、職場体験学習、よろず相談等）を行う

・四つのテストを例会などで唱和する

Ⅵ．まとめ

・職業奉仕は、自分の仕事を行うことが、他人

に対する奉仕と同じ奉仕活動だという考え方

・自分の仕事を行うことも、商道徳に反してい

なければ取引相手にもメリットのある奉仕活動

・ビジネスにおいては顧客に満足感を与えるこ

とこそがサービス（奉仕）

・職業奉仕

　＝職業倫理＋奉仕の理想

　＝高い職業倫理をもち、他人のことを思いや

　　り、他人のために尽くす。

■次週卓話

１/25　第４回クラブ協議会


