
本日のロータリーソング「奉仕の理想」 
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２０１６年１月１９日発行                 第２７３７回例会 

 

―本日のプログラム― 

公式訪問終了報告 倉沢ガバナー卓話 

 

―次回以降のプログラム― 

1/26 地区大会に向けて 若井委員長卓話 

 

 

 

 

 

 

第 2736回例会記録（2016年 1月 12日開催） 

 

点鐘・ソング 糸賀会長 ・ それでこそロータリー 

ゲスト 飯田藤治様（取手 RC） 

ビジター 眞行寺君枝様（東京御茶ノ水 RC） 

会長報告 

糸賀会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

過ごしやすい 2016 年の正月を迎え、私共のクラブと致しましても、年末年

始は、ガバナー公式訪問、家族忘年会、そして新年会と無事クラブの行事

も進んでおります。今週より通常の例会を迎えましたところ、取手RCより飯

田様をゲストにお迎えし、また遠いところより眞行寺様にお越し頂きました

ことを大変嬉しく思っております。 

2 月に入りますと青少年奉仕委員会のロータリーカップの準備に入ります。

また、2/20 には第 7 分区ＩＭの開催もございます。地区大会のＰＲ活動も当

クラブでスタートするかと思います。皆様には地区大会成功に向けての準

備で大変かと思いますが、また一層のご協力をよろしくお願い致します。 

例会終了後に、理事会を開催致しますので、理事の皆さんは居残りをよろ

しくお願い致します。 

 

ＲＩ第 2820地区 第 7分区 

 

竜ケ崎ロータリークラブ 週 報



幹事報告 

寺田幹事 

下期の会費の集金を来週 1/19 より始めます。金額は 115,000 円です。よろ

しくお願い致します。 

回覧：仙台東 RC 週報 

委員会報告 

出席 

工藤委員長 

 

地区大会実行委員会 

若井実行委員長 

 

 

 

秋田委員 

 

 

ロータリー情報 

岩田委員長 

 

会員３３名、出席３２名、欠席： 関口君          出席率：96.97％ 

                  先々週の訂正出席率：90.91％ 

 

今日ジャケットのサイズを採っておりますが、まだ採っていない方は１時半 

より採れますので、よろしくお願い致します。また、1/16 に次期ガバナーの 

壮行会が成田空港であります。２時半出発です。参加する方は、岩田さん、 

倉沢さん、私と横山さん 4名で行って参ります。よろしくお願い致します。 

 

2/11 にひたちなかへ、お時間のある方、地区大会のキャンペーンに最低 5 

名で行きたいと思いますので、後ほど私までお申し出下さいますようお願 

い致します。なお、2/7 は阿部君が水戸へ行きます。 

 

本日、夜 6 時半より情報委員会を行います。片平さん、諸岡さん、関口さん、 

大貫さん、よろしくお願い致します。 

また、各分区のガバナー補佐よりＩＭの出席者の人数を連絡して欲しいそう 

なので、必ず出席する方の名前を各担当者に報告をお願い致します。 

それから、4/16の晩餐会でソプラノコンサートをして下さる越野麗子さん 

のコンサートが、日曜日の 1 時半より我孫子のけやきプラザふれあいホー 

ルであります。今日中に申し出て頂ければチケットを用意できますのでよろ 

しくお願い致します。 

 

ゲスト卓話 ～職業奉仕について～ 

職業奉仕秋田委員長 

 

今月は職業奉仕月間でございます。地区の職業奉仕委員でございます   

飯田さんに出前卓話と称しましてよろしくお願い致します。 

 

 

地区職業奉仕委員  飯田 藤治 様 

取手ロータリークラブの生い立ちと現況 

１・ＲＩ承認 １９７０年(昭和４５年)１月６日 

２・設  立 １９７０年１１月１９日 

３・スポンサー 竜ヶ崎ロータリークラブ 特別代表 佐藤徹也様 



４・チャーターメンバー  ２２名 

５・会場 常陽銀行取手支店３Ｆ 

※現在 

４６代会長  会員数２１名最高齢者７８才 最年少４２歳 平均年令６５才 ※ 会員最多 ５４名 

本題 

国際ロータリークラブの創設者及び生い立ち 

ポール・ハリス(弁護士)、ガスターバス・ローア（鉱山技師） 

シルベスター・シール（石炭商）、ハイラム・ショーレー    

皆様ご承知の通り １９０５年(明治３８年)に上記４人で発足 

当時の経済状況は、シカゴ街は著しい経済発展の陰で商業道徳の欠如がめについた。ポール・ハリスは、

この風潮に堪えかね、友人３人と語らって信頼できる公正な取引をし、仕事上の付き合いがそのまま親

友関係に発展するような仲間を増やしたい、とゆう趣旨でロータリークラブとゆう会合を考えた。 

つまり①会員相互の親睦 

②会員相互の公正な取引 

ロータリーの目的 

ロータリーの目的は、意義あ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： 

第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； 

第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； 

第３ ロータリアン一人一人が、個人として、又事業及び社会生活において、日々、奉仕の理念を実践す

ること； 

第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して、各祭理解、神前、平和を推進する

こと 

ロータリークラブの職業奉仕について 

倉沢年度の地区目標に『職業奉仕の協調と中核的価値観の推進』があげられています。 

 

職業（Vocation）とゆう言葉は、社会人の「定職、家業、事業、専門職務あるいは業務」を指すものです。職

業奉仕（Vocation Service）は、事業および専門職務の道徳的水準を高め、品位ある業務はすべて尊重

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念を実践していくという目的

を持ったものである。会員は、ロータリーの理念に従って自分自身を律し、事業をおこなう。 

ロータリークラブは、企業経営者、専門職、自営業といった職業人の集まりです。(そのため職業分類)委

員会があります。近年、会員の奥様つまり主婦でも良いとか言っています。時代の流れで、会員増強に目

が向いているのかなとも思います。 

会員候補者は、その時点その職業においてで高い見識と業績を積み上げてきた人ばかりですが、そう

いった人々が集まって、お互いが切磋琢磨して、自らの人格と職業倫理の更なる向上に努める、という

のが、ロータリーにおける「職業奉仕」の基本です。 



各クラブは、会員の専門分野を生かし、それぞれの地域の特色に合わせた、多岐にわたる活動を展開す

る。特に、地域社会に根差した社会奉仕活動、地域のニーズを踏まえ特色ある奉仕活動をしてゆくこと

と思います。会員の、さまざまの専門職業分野を生かした「なんでも相談」「出前講座」等様々な活動が

できるのです。 

「職業奉仕」には、自らの職業における専門的知識を通して互いの知恵を交換し、同業者団体寄与して地

域社会や国際社会に貢献していくとゆう考え方も含まれています。 

ロータリーの目的 

ロータリーの目的は、「超我の奉仕」の由来は、ミネアポリス・ロータリークラブ会長のB．フランク・コリンズ

は、Service Not Self(無私の奉仕)という考えを紹介し、１９５０年に 超我の奉仕（Service Above Self）と

してロータリーの標語として承認された。 

最もよく奉仕する者、最も多く報いられる（One Profits Most Who Serves Best） 

アーサー・フレデリック・シェルドンがシカゴ大会で述べた言葉です。「他者に対する正しい経営の科学の

みが引き合うのだ。経営とは人間的な奉仕の科学である。その仲間に最もよく奉仕する者が最も多く報

いられる」２０１０年の審議会で採択されたものです。なお、シエルドン博士顕彰碑が、群馬県妻恋村ホテ

ル軽井沢１１３０近くにあります。昨年行ってきました。 

「四つのテスト」は、ハーバート・テーラー会員が考えた職業の倫理的指針です。すなわち、自らの企業の

倫理性を高め、従業員やその家族に対する責任や社会に対する責任を果たすこと、このようにして、倫

理にかなった事業を営むことが顧客の満足と感謝を生み、企業の信用性を高め、結果として自己の企業

の安定的かつ永続的な利潤を確保していくことにつながるのだとゆうこと、これが「人生哲学としての

職業奉仕」とされているのです。 

四つのテスト 

現行はこれに照らしてから 

１． 真実かどうか 

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 

みなさん例会で歌っていますが、唱和することによって内容噛みしめることが出来ます。 

１． 真実かどうかー真実は不変であり時代を超越するものです。真実は正義なくして存在し得ませ

ん。 

２． みんなに公平かー顔を突き合わせとは言わないまでも、腕を伸ばせば届くようなところで、激

しくやり合うビジネス手法に代わり公平さを取り入れたビジネスは、お互いの関係を傷つけるよ

りも、その関係に役立ちます。利害関係者に公明正大に。 

３． 好意と友情を深めるかー人は生まれながらにして、他者と協力して生きていく存在であり愛情

を示すことは生来備わっている本能です。 

４． みんなの為になるかどうかー食うか食われるかを原則とする美慈悲菜競争を排除する者であ

り、それに代わって建設的で創造的な競争を導入するものです。     四つのテストは国

家という枠を超えたものであり、国境や言葉の障壁を超越するものです。そこには、政治や独断



や特定の信条は介在しません。一つの倫理規範として存在以上である四つのテストは、人生を

成功に導くための要素を含み持っています。それは今日の社会でも有効性を保持し、かつ実効

性のあるものです。最終的なテストは、実際に行動することです。倫理的卓越性を使命とする四

つのテストが、ロータリーの中核として存在しています。 

ロータリーの行動規範(手続要覧 p63一読してください) 

ロータリアンとしての行動は 

１） すべての行動と活動において、高潔性という中核的価値観の模範を示すこと。 

２） 職業の経験と才能をロータリーでの奉仕に生かすこと。 

３） 高い倫理基準を奨励し、助長しながら、個人的活動及び事業と専門職における活動のすべてを

倫理的に行うこと。 

４） 他者との取引のすべてにおいて公正に努め、同じ人間としての尊重の念をもって接すること。 

５） 社会に役立つすべての仕事に対する認識と敬意の念を推進すること。 

６） 若い人々に機会を開き、他者の特別なニーズに応え、地域社会の生活の質を高めるために、自

らの職業的才能をささげること。 

７） ロータリー及びロータリアンから託される信頼を大切にし、ロータリーやロータリアンの評判を落

としたい、不利になるようなことはしないこと。 

８） 事業または専門職上の関係において、普通には得られない便宜ないし得点を、同輩ロータリアン

には求めないこと。とされています。 

決議２３－３４について(手続要覧 p65 参照) 

職業奉仕は、ロータリアン一人一人が倫理的、道徳的立場の上に立って行動することです。日本にもロー

タリーの基本の諺が存在しています。ロータリーの哲学を今一度思い起こし「奉仕の理想」に取り組んで

いきましょう。 

 

                1 月にお誕生日を迎えられた 

                 北良彦さん（1 月 13 日生） 

                 佐伯優さん（1 月 26 日生） 

                 滝澤健一さん（1 月 29日生）   

                    おめでとうございます 

 

 

 

 

 

 

 

会員も驚きのﾋﾞｼﾞﾀｰ 真行寺君枝会員 

 



 ニコニコ ＢＯＸ    ご芳志の寄金、ありがとうございました。 

￥ ３，０００ 飯田様 お世話様になります。 

￥１５．０００ 倉沢君 長い間プロジェクターをありがとうございました。飯田さんよろしくお願いします。 

家内の誕生日祝いを頂きありがとうございました。 

￥１０．０００ 佐伯君 写真を糸賀さんから頂きありがとうございました。週報に写真が載りました。 

￥１０．０００ 池田君 家族で伊豆長岡の温泉に入って来ました。ゴルフもプレーしました。 

妻の誕生祝い、並びに糸賀会長より写真を頂きありがとうございました。 

￥ ５．０００ 大竹君 誕生日祝いを頂き、写真を糸賀会長、中嶋さんから頂きました。飯田さん御苦労様です。 

￥ ５．０００ 大貫君 定例会 12 月全て欠席いたしましてご迷惑をおかけしました。 

￥ ５．０００ 小島（律）君 誕生日祝いを頂き、写真を中嶋さんから頂きました。息子が無事に成人式を迎えました。 

￥ ５．０００ 諸岡君 夫の誕生日祝いを頂き、写真を糸賀会長、中嶋さん、渡利さんから頂きました。週報に写真が載りました。 

￥ ３，０００ 糸賀君 写真を中嶋さんから頂きました。取手 RC の飯田さん卓話宜しくお願い致します。週報に写真が載りました。 

￥ ３，０００ 秋田君 飯田さん、宜しく御願いします。 

￥ ３，０００ 山崎君 取手クラブ飯田様、今日はよろしくお願いいたします。 

￥ ３，０００ 北 君 誕生日祝いを頂きありがとうございました。 

￥ ３，０００ 沼野君 写真を糸賀さん、中嶋さんから頂きました。週報に写真がのりました。 

￥ ３，０００ 中嶋君 ワイフの誕生祝を頂きました。 

￥ ３，０００ 関野君 結婚記念日祝いを頂きありがとうございました。遅刻しました。 

￥ ３，０００ 毛利君 写真を糸賀さんと中嶋さんから頂きました。 

￥ ２，０００ 杉野君 新年早々に家族中でインフルになり、新年会を欠席しました。さる年だけに、悪い事は早く去る様祈ってます。 

￥ ２，０００ 阿部君 写真を糸賀会長、中嶋さんから頂きました。 

￥ ２，０００ 工藤君 写真を糸賀会長、中嶋さんから頂きました。 

￥ ２，０００ 荒井君 写真を糸賀会長、中嶋さんから頂きました。 

￥ ２，０００ 小野瀬君 写真を糸賀さんから頂きました。 

￥ ２，０００ 滝澤君 誕生日祝いを頂きありがとうございました。 

￥ ２，０００ 寺田君 写真を糸賀さん、中嶋さんから頂きました。 

￥ １，０００ 小島（孝）君 写真を糸賀さんから頂きました。 

￥ １，０００ 片平君 写真を糸賀会長から頂きました。 

￥ １，０００ 岩田君 写真を中嶋さんから頂きました。 小計 26件 ￥99,000   累計 286件 ￥942,000 

例会を欠席される方は当日午前 10 時までに、山崎副ＳＡＡ（電話 090-3242-6803）に必ずご連絡ください。 
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