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第 58巻第 21号 通巻第 2754号 

第 2768回 例会 

2017年（平成 29年）2月 21日 
12:30点鐘 東金商工会館 4階 例会場 

 

2016～2017年度 
国際ロータリーテーマ 

人類に奉仕するロータリー 
国際ロータリー会長    ジョン F. ジャーム 
 
第 2790地区ガバナー  青 木 貞 雄 
第 6分区ガバナー補佐  河 野 知 宏 

会長 小 林 信 雄 
〃      幹事 秋 葉 芳 秀 
〃   広報委員長 長 尾 邦 俊 

 
 

東金ロータリークラブ 概要 
Togane RC Information 

創  立 1959年 9 月 15日 
ＲＩ承認 1959年 10月 17日 
例会日  火曜日 12:30～13:30 
例会場  東金商工会館４階 

Makeup fee \2,000 
WEB  http://www.togane-rc.jp/ 
事務所 〒283-0068 

千葉県東金市東岩崎 1-5 
東金商工会議所内 
TEL  0475-52-1101(代) 
FAX  050-3730-2559 
E-mail info@togane-rc.jp 

Program   

 
開会宣言・点鐘   

歌 

四つのテスト唱和 

お食事 

会長挨拶 

幹事報告 

誕生お祝い 

結婚記念お祝い 

 

 

 

スピーチ 

ニコニコＢＯＸ発表 

出席報告 

閉会宣言・点鐘 

 

小林 信雄 会長 

「手に手つないで」 

秋葉 芳秀 幹事 

かしま 

小林 信雄 会長 

秋葉  芳秀 幹事 

渋谷 章男 会員 

渋谷 章男 会員 

小林 信雄 会長 

菅原 實 会員 

秋葉 芳秀 幹事 

 

親睦委員会 

管理運営委員会 

小林 信雄 会長 
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会長挨拶 

小林 信雄 会長 
本日は職業奉仕委員長の菅原様のお骨折りに

より、栗原洋一様をお招きすることが出来まし
た。菅原委員長には厚く御礼申し上げたいと思
います。 
先週は移動例会ご苦労様でした。古川運送株

式会社会長様には手厚くおもてなしをいただき
ました。改めて、御礼申し上げたいと思います。 
先週金曜日に東金青年会議所の創立 47 年記念
総会に出席させていただきました。東金市長・
副市長様はじめ県会議員さんなど東金の各種団
体の代表の方々がたくさん、来賓としてご出席
されていました。 
明日から如月（きさらぎ）2月です。2月 3日

は「福は内、鬼は外」の「節分」で福豆をまき
悪鬼を払うので、追儺（おにやらい）の儀式が
各地の神社仏閣で行われます。2月 3日節分（旧
暦の大晦日）、次の 4日は旧暦の元旦「立春」で
はあるが、気候的・気温的には、2 月に雪や冷
雨の日が多く、まだまだ寒波、寒風が荒れ狂う
日々が続きます。皆様のご健勝をお祈りします。  

1 月は職業奉仕月間です。菅原實クラブ職業
奉仕委員長のご努力で職業奉仕地区委員会から
担当委員の栗原洋一様（千葉北ＲＣ）のお越し
を頂いています。職業奉仕、これはロータリー

の 5 大奉仕の 1 つであります。皆様で拝聴させ
ていただきたいと思います。よろしくお願いい
たします。 

幹事報告 

秋葉 芳秀 幹事 

〇2月 2日 19時～東金ビューＲＣの創立記念例
会があります。場所は八鶴亭です 

〇2 月 7 日は休会です。2 月 14 日はＩＭの振替
休会です 

〇2月 15日は第 6分区のＩＭです。特別講演の
講師の宮田修さんの記事を配布しました 

お客様紹介 

栗原 洋一 様（左） 菅原 實 職業奉仕委員長（右） 

昨年から 1 月が職業奉仕月間になりました。
本日 1 月最後の日に、地区職業奉仕委員会から
お話を頂けることになりました。大変お忙しい

第 2766回 例会の記録<1月 31日＞ 
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中をお越しいただきました。職業奉仕月間につ
いては、ガバナー月信 1 月号に青木ガバナーの
お話が出ています。同様にロータリーの友の 1
月号にも、職業奉仕のことが載っています。 
ロータリーの職業奉仕はロータリーの根幹で

あり、他奉仕団体との差別化を図るところであ
ります。これから栗原様に詳細のお話を頂ける
と思います。栗原様には千葉北ＲＣからお越し
いただきました。 

卓話 
 

国際ロータリー2790地区 奉仕プロジェクト委員会 
職業奉仕委員会 委員 栗原 洋一 様（千葉北ＲＣ） 
 
今回卓話をさせていただくにあたり、職業奉

仕について勉強して参りました。本日はその発
表会とさせていただきます。つたない卓話です
が、お付き合いをお願いします。 
 

ロータリーの五大奉仕は次の５つがあります。
①クラブ奉仕②職業書士③社会奉仕④国際奉仕
⑤青少年奉仕。かつては⑤を外した４大奉仕で
ありました。 

職業奉仕とは 

RC に入会してから RLI（ロータリー・リーダ
ーシップ研究会）に参加しました。その席では、
６～８名くらいのグループに分かれ、テーマを
与えられ、そのテーマに沿って DL を中心に議
論を交わします。ルールは①正解はない。②他
人の意見を否定しない。③回答は一つではない。
そのディスカッションのテーマの中でも、職業
奉仕が一番わからなく、回答（持論）を持って
いる先輩が少ない状態でした。 
職業奉仕（Vocational Service）とは、次のよ

うに記載されております。 
ロータリーの第二奉仕部門。その目的には、事
業及び専門職務の道徳的水準を高め、あらゆる
有用な業務は尊重されるべきであるという認識
を深め、あらゆる職業に携わる中で奉仕の理想
を生かしていくことが含まれる。クラブの役割
としては、クラブ会員の手腕を生かして、社会
のニーズに応えられるようなプロジェクトを開
発することが含まれる。また、ロータリーの原
則に沿って自分の職業を律し、併せてクラブが
開発したプログラムに応えることである。 
 
この考えは、日本人的に言い換えるのであれば、
個人が義理の貯金をするとか、得を積むとかと、
同意語になるのではないでしょうか。また、ク
ラブにおいては、組織として、そのチャンスの
場を提供することと同意語ではないでしょう
か。この考えは、地域に密着して商売を営んで
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いる方々には自ずと実践してこられている事
だと思います。 
職業奉仕活動という言葉もありました。これ

は、 
合同で着手すれば、より実り多き成果をあげら
れると思われる奉仕プロジェクトを、適切であ
れば開発をする。職業奉仕の範囲はクラブとロ
ータリアンの創意によって無限に広がる。ロー
タリアンは自己の職業に基づいてクラブで職業
が分類されていたのであるから、職業奉仕はロ
ータリープログラムを遂行する上で不可欠な要
素。その影響は他の奉仕活動にも及ぶの。 
正にロータリーの樹の考え方ではないでしょう
か。 
 

職業奉仕の理念 
 
職業奉仕の理念は  He profits most who 

serves best 「最もよく奉仕する者、最も多く報
いられる」というモットーで表されています。
このモットーはアーサー・フレデリック・シェ
ルドンが提唱したものであり、職業奉仕は彼の
考え方を、そっくりそのままロータリーが受け
入れ、今日に引き継いでいる他の奉仕団体とは
異なった独自の奉仕理念です。 
シェルドンの職業奉仕理念こそがロータリー

の職業奉仕理念であり、どんなに優れた考え方
であったとしても、シェルドンと異なる考え方
を、職業奉仕理念と呼ぶわけにはいきません。
すなわち、職業奉仕の理念を理解しようと思っ
たら、シェルドンが書いたり語ったりした一次
資料を理解することが必要です。しかし残念な
ことには日本ではシェルドンの一次資料はほと
んど紹介されておらず、後世のロータリアンが
書いた二次、三次の資料や伝聞によって職業奉

仕が語られてきたのが現実です。勉強したい人
はHPを参照して下さい。 
私たちは何のために働いているのでしょうか。

お金を儲けるため、それとも・・・。 
ロータリーに職業奉仕の概念を導入した人物で
あるアーサー・フレデリック・シェルドンは、
1921年に行った「ロータリー哲学」という表題
のスピーチの中で、われわれの職業は、金儲け
をする手段ではなく、その職業を通じて社会に
奉仕するために存在すると述べています。現実
にはありえないとしても、パン屋、洋服屋、米
屋、銀行と、どんな職業であっても、ある日突
然その職業を営む人が全員いなくなったとし
たら、社会の人々は大いに困るに違いありませ
ん。そういう事態を迎えて初めて、すべての職
業は社会に奉仕するために存在することが、判
るのかも知れません。 
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「ロータリーの樹」 

私は希望して職業奉仕委員会に出向したわけ
でありません。先輩からの紹介で出向させてい
ただきました。「ロータリーの樹」の解説につい
ては、本日配布した紙資料を読んで下さい。地
区の職業奉仕委員会では、「ロータリーの樹」を
使って職業奉仕の考え方を説明しています。で
も、賛否両論あり、「RI では考え方が違う」と
の意見もあります。正解は一つではないような
ので、個人個人、クラブクラブで考えてもらい
たい。前述は、書物や HP に記載あります。職
業奉仕は奉仕活動というよりも、概念や哲学や
理念であると感じています。それ以外の奉仕活
動と大きく異なると思います。 
 

職業奉仕月間とは 

RIでは、1月は職業奉仕月間です。 
そこで、クラブに推奨する具体的活動は、 
①地区レベルの行事でロータリーボランティア
を表彰 
②ロータリー親睦活動への参加を推進 
③職業奉仕活動またはプロジェクトを提唱 
④空席の職業分類に会員を入会させる。 
ことだそうです。 
職業奉仕の理想に本来込められているのは次

のものです。 
①あらゆる職業において最も高度の道徳的水準
を守り、推進すること。その中には雇用、従業
員、同僚への誠実、忠実さ、またこの人たちや
同業者、一般の人々、職業上の知己すべての公
正な取扱いも含まれる。 

②自己の職業またはロータリアンの携わる職業
のみならず、あらゆる有用な職業の社会に対す
る価値を認めること。 
③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。 
職業奉仕は、RC とクラブ会員両方の責務である。
クラブの役割は、たびたび職業奉仕を実践して
みせる事によって、また、クラブ自身の行動に
職業奉仕を生かすことによって、模範となる実
例を示すことによって、さらに、クラブ会員が
自己の職業上の手腕を発揮できるようなプロ
ジェクトを開発することによって、目標を実践、
奨励することである。クラブ会員の役割は、ロ
ータリーの原則に沿って、自らと自分の職業を
律し、併せてクラブが開発したプログラムに応
えることである。 
 

職業奉仕の新方針 

職業奉仕は、長年会員個人の責任において実
践すべきものとされていました。1987－88年度
に RI理事会はこれを改め「職業奉仕はクラブと
会員双方の責務である」と声明、職業奉仕実践
のためクラブと会員の役割を明らかにしました。
これが職業奉仕の新方針です。 
職業分類の義務化が外れても、職業分類が無

くなったわけではなく、職業奉仕という概念も
生き続けています。是非、自身の職業に責任と
誇りをもち、その能力を社会のために役立てて
もらいたいと思います。 

 

 ニコニコ BOX 
〇ご奉仕          岡本秀男 会員 
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10 年後の展望 

インターネットにも記載が多数あります。（オ
ックスフォード大学）現在、就活生の第一希望
は公務員。しかし、これらも業務縮小路線です。 
日本国内の少子高齢化による就労人口の減少
（10年後には現在の 3分の 2に減少）そして、 
機械やロボットの社会進出（オートメーション
化）AIの時代がやってくるでしょう。 
また士業は供給過剰となり、３Ｋ業は供給が

不足します。ユーチューバ―（YOU TUBEER）
のような時代の変化に応じた新しい産業や仕事
が発生しています。これからは、人生経験その
ものが、職業奉仕となる時代がくるでしょう。 
 一方では、老舗行の継続困難という問題もあ
ります。後継者不在による廃業、労働者不足に
よる廃業、時代の流れに乗りきれずに廃業（音
楽業界・映像業界）、そして国道沿いの商店・ロ
ードサイド店の廃業など。交通網の整備（千葉
県でいえば、館山道、アクアライン、圏央道の
開通等）も課題です。また、今後は千葉市が衰
退していきます。 
 

 
栗原 洋一 様 

 

自分の職業経験を通した職業奉仕観 

私の職業は不動産業であります。賃貸や売買
の仲介もすれば、ビルやマンションのオーナー
であるという側面も持っております。 
先日、地元の不動産業者との話です。 
①最近は、外資系の不動産業者や外資系のファ
ンド会社が国内の不動産を購入している。 

②彼らは転売目的で購入し、長期運用での利回
りは考えていない。 

③彼らはビルの修理は殆どやらない。修繕は先
送り。健全なビル管理はやらない。 

④利益を得て、ゴミのようになったら廃棄 
（転売）する。 

⑤個人所有のビルではあるが、街は社会資本で
あり、建物もその一部である。 

⑥更には、個人の所得だけ増やして、儲けたら
会社ごと潰してしまう人もいる。 
⑦すると、ゴミのような不動産が、国に残る。 
⑧永年に亘り、地元で商売をするような考え方
はない。祖先も子孫も無の存在。 
⑨資源が枯渇するまで搾取し、枯渇したら他の
場所へ移動する。イナゴの大群のよう。漁業、
農業、林業が代表的なものでしたが、今後は
建設業や商業もそうなるのではないかとの懸
念がある。 

⑩我々には、そのような事はできない。させて
はならない。 
日本には日本の、クラブにはクラブの、個人に

は個人の職業奉仕の概念があってもよいのではな
いでしょうか。RI の概念に統一される必要はない
と考えております。社会にどれだけのものを還元で
きるかが職業奉仕の大切かつ重要なことはでない
でしょうか。 
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式典１ 
点鐘 
国歌斉唱、ロータリーソング『奉仕の理想』 
開会のことば 
歓迎のことば 
物故会員黙祷 
来賓並びにリーダー紹介 
来賓あいさつ 
ガバナー補佐あいさつ 

  
河野 知宏 ガバナー補佐 

 
リーダー講演「人類に奉仕するロータリー」 
 ～規定審議会について 

 
杉木 禧夫 パストガバナー 
 

特別講演「モンゴルと私」 

 
元ＮＨＫアナウンサー  
千葉県熊野神社宮司 宮田 修 様 

式典２ 
次年度ガバナー補佐紹介 
次年度ガバナー補佐あいさつ 

 
茂原中央ＲＣ 志田 延子 様 

 
 
 
 
 
 
 
 

国際ロータリー第 2790地区 第 6分区 

インターシティーミーティングの記録<２月１５日＞ 

会場：日本メディカルトレーニングセンター 
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次年度 会長幹事紹介 

 
 

 
秋葉 芳秀 次年度会長（左） 
並木 孝治 次年度幹事（右） 
 

次年度ホストクラブ会長あいさつ 
閉会の言葉 
 

懇親会 
開会のことば 
乾杯 
閉会のことば 

 
右から 

高橋邦夫 会員、並木孝治 会員、小林信雄 会長 

秋葉芳秀 幹事、古川秀夫 会員、鈴木康道 会員 

北田浩一 会員 

 

出席率  １月３１日 
会員数 出席率 コイン BOX 

１７名 ８８．２４％ ２，５００円 
 

欠席・Makeup の連絡は，前日までに（緊急の
場合は当日 10 時までに）事務局宛に，電話・
ＦＡＸ・Ｅメールにてお願いします。メーキャ
ップ先への事前連絡もお忘れなく。 
 
電話 090-7634-7175 / FAX 050-3730-2559 

Email: info@togane-rc.jp 
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