
   ２０１１年１０月第３週号 

第２３３２回 
平成２３年１０月２１日(金) 点鐘１２：３０〈曇り〉  

◆ロータリーソング  『手に手つないで』 

◆四つのテスト  ～言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 

 

◆お客様紹介 

・本日のゲストスピーカー／国際ロータリー第２７９０地区 

職業奉仕委員会 委員長 始平堂 玄昌様 

・市川ＲＣ／ 平田 史郎様 

・千葉緑ＲＣ／ 松﨑 久夫様 

・斎藤 晴朗元会員 

・社会福祉法人『槇の実会』 ひかり学園 

  常務 藤崎 章様 

  第１ひかり学園 園長 武藤 直樹様 

  第２ひかり学園 園長 伊藤 哲夫様  

 

■ 会長挨拶及び報告        出井  清会長     

こんにちは。松崎さん、ご入会おめでとうございます。

ロータリー活動にも積極的に取り組んで頂ければ嬉しい

です。 

元会員の斎藤さん、お久し振りです。毎週会えるよう

期待しております！よろしくお願いします。 

日帰り親睦旅行は、天気も良くて温泉にも入り、美味

しい食事も出来ました。良い気分転換になったのではな

いかと思います。 

先々週、伊藤幹事より新米を頂きました。また、上田

会員からは、ふる里である徳島産のスダチを頂きました。

美味しく戴きました。有難うございました。 

１０月１８日、「市民の日（千葉市制定９０周年）記念式

典」が京葉銀行文化プラザでありましたので出席してきま

した。その際、アトラクションとして元会員の高山禮至さん

がアコーディオン演奏をされていて、お元気で活躍され

ているなと思いました。 

タイのアユタヤ・バンコクでは、大洪水の被害が拡大し

ております。来年５月の国際大会が無事開かれることを

祈っております。 

 

■ 入会式                              

松崎 彰会員 （東京電力㈱千葉火力発電所 所長） 

  紹介者⇒今関 眞人会員、 

水野 謙一会員 

先ず初めに、この夏を計画停電なし

に無事、乗り越えられましたことにつき

ましてお礼を申し上げたいと思います。

失われた原子力を補うということで、千

葉火力の増設を行いましたが、これは地域の皆様のご

理解の賜物であり、又、会社やご家庭での節電にご協

力いただきましたこと本当に有難うございました。 

 私は、昨年までの３年間、フィリピンに駐在しておりまし

て、そちらの火力発電所で安定供給の仕事をしておりま

した。この半年間は、本社にいて世界中から緊急の発電

気をかき集めておりました。 

これからも引き続き、ご理解とご協力のほどよろしくお

願い致します。 

一緒に歌ったり、一緒にお酒を飲んだりして頂けると

有難いと思います。どうぞ宜しくお願致します。 

 

■ ご挨拶                              

社会福祉法人『槇の実会』 ひかり学園 常務 藤崎 章様他 

 

 

 

 

 

 

皆様、こんにちは。バザー献品のご提供や野菜パック

のご購入のご協力、毎年、有難うございます。 

第１ひかり学園が出来たのは、平成４年、第２ひかり学

園は平成８年に出来ました。第２ひかり学園は、第１と同

様、重度の知的障害者が利用されています。５０名のう

ち男性が４５名、女性が５名です。平均年齢は４０歳位で

す。絵画が好きな方には、１ヶ月に１回、ボランティアで

講師に来て頂いて絵を描いたり、歌の好きな方は、音楽

  

 

 

 

 

こころの中を見つめよう 

  博愛を広げるために 
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活動をしたりして、それぞれが楽しめるよう頑張っていま

す。そして、多くのボランティアの方々に支えられてやっ

ております。皆様、今後も宜しくお願い致します。 

野菜は、１１月１８日にお届けに参ります。バザーへの

ご協力、宜しくお願い致します。 

 

■ 幹事報告               伊藤 和夫幹事   

◇１１月６日地区大会ご参加で、バスを利用される方、

千葉駅ＮＴＴ前⇒０７：４５ 蘇我駅千葉ＢＫ前⇒８：００ 

◇１１月１８日、新会員の方々のオリエンテーションを

例会終了後に行います。 

◇合同幹事会報告（代・杉本副幹事より） 

①９/１４、ロータリー情報研究会会計報告 

当クラブへ４０，７９７円の剰余金があります。 

②来年２月に開催予定のインターシティミーティング

は、２月１５日（水）予定が⇒ ２月１４日（火）（会場：ﾎﾃ

ﾙﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗｻﾞちば） へ変更となりました。  

③国際大会（バンコク）へご参加の方は、１１月３０日ま

でに登録をすると割引がありますのでお早めに。 

■ ニコニコボックス報告                   

◇出井 清会長・伊藤 和夫幹事 

地区職業奉仕委員長・始平堂様、本日は卓話をよろ

しくお願い致します。 

千葉緑ＲＣ・松﨑様、メーキャップにお越し下さり、有

難うございます。 

元会員の斎藤様、ようこそお出で下さいました。また毎

週会えるようにお願いします！ 

◇小野 成子会員 

「千葉おかみさん会」で、１１月５日（土）１１時から１６

時まで千葉地酒まつりを千葉そごう１Ｆ入口（京成千葉

駅前広場）で行います。無料試飲出来ますので、是非い

らしてください。 

◇竹尾 白会員 

１０月１４日の「秋季日帰り親睦旅行」には、多数ご参

加いただきまして有難うございます。お蔭さまで楽しい旅

行が出来ました。温泉のお風呂も良かったです。 

 

 

■ 出席報告 (会員数３８名)                      

 

出席者数３１ 欠席者数７ ﾋﾞｼﾞﾀｰ  ７ 修正出席率 ８９．１９％ 

 

千葉市内例会変更のご案内 メーキャップにご利用下さい 

・・・ 本日の卓話 ・・・ 

 

演  題… 『職業奉仕について』 

卓話者… 国際ロータリー第２７９０地区 

    職業奉仕委員会 委員長 始平堂 玄昌様 

 

魅力あるクラブ作りという

ことで、クラブの会長、幹事

さんはご活躍されていると

同時にまたご苦心されてい

るのではないかと思いま

す。 

地区の委員会でロータリ

ーについて話していたとき、

なるほどこんなクラブだったらいいなと思う言葉に出会い

ました。茂原ＲＣの足立さんから聞いたのですが。 

 会いたい人がいるクラブ。話したい人がいるクラブ。例

会が待ち遠しくなるクラブ。喜びを倍にしてくれる仲間の

いるクラブ。悲しみを半分にしてくれる仲間のいるクラブ。

どうでしょう。 

 これと反対に、どうしても会いたくない奴がいる、話もし

たくない。例会が苦痛だ。人の喜びや悲しみなんて関係

ない。なんてクラブ。私も自分のクラブに置き換えて、どう

だろう、うちのクラブは皆がどう感じているのか、気になり

ます。そんなクラブにしたくない。 

ロータリークラブの親睦のあり方は、フレンドシップとい

うよりフェローシップだという言い方をします。友達という

より、志を同じくする仲間、同士といった意味合いです。

同じ志を持った仲間は、多少の意見の違いはあっても最

終的に目指すところが一緒ですから、長く付き合い、心

と心が通じ合う関係になって行くのです。 

 あなたがロータリーに入会した時のことを思い出してく

ださい。あなたは地域の誰かに、その職業の代表として

相応しいとしてロータリーに推薦され、ロータリーが地域

のその職業を代表すると認めたからこそロータリーに入

会を許されたのです。そのことを忘れてはいけません。 

これは、タイの元ＲＩ会長のビチャイ・ラタクルさんの言

葉です。 

その職業を代表する、重みのある言葉です。 

地域のそれぞれの職業の代表が、フェローシップを持

って集まっている団体。職業人が、ある志を持って集ま

っているロータリーという団体。このロータリアンが共有す

る志とはなんでしょうか。 

 皆さんは、お分かりのはずです。 

すべてのロータリアン、世界中のロータリアンが共有す

る志と言えば、私達が入会の時に受諾したロータリーの

綱領に謳われたもの以外にはありません。 

ロータリーの綱領は、ロータリーの目的を示したもので

す。私たち全てのロータリアンが共有するこの文章の中

に、ロータリアンとして持つべき志があります。これを、「ロ

ータリーの理念」と言ったり、「ロータリーの哲学」と少し難

しく言うこともあります。また、これから話をする職業奉仕

についても、その綱領の中に謳われています。 

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 3,000 円 累計 313,976 円 

金の箱 1,110 円 累計 6,604 円 

千葉ＲＣ 月 10/31・11/7 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉西ＲＣ 火 11/15 ｾﾝｼﾃｨﾀﾜｰ「東天紅」 

千葉幕張ＲＣ 火 11/1・29 ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄ東京ﾍﾞｲ 

新千葉ＲＣ 水 11/2 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 

千葉北ＲＣ 水 11/9・30 ﾎﾃﾙﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗｻﾞちば 

千葉中央ＲＣ 木 11/10 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉港ＲＣ 木 ― 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 



ロータリーは単なるフレンドシップの集まりではなく、フ

ェローシップの団体だというのであれば、この志、目的に

ついてロータリアン自身が認識していることが重要であ

るはずです。この先ロータリーがどこへ行こうとしているの

か、どこへ行ったらいいのかを考えると、ロータリーの原

点を改めて見直すことや、整理してみることは無駄では

ないように感じます。世の中に必要とされていないものを、

ロータリーだけが後生大事に掲げているだけかもしれま

せん。ベテランの方々には今更という内容かもしれませ

んが、皆さんと今一度、整理して見たいと思います。 

始めに、ロータリーに特有な考え方で、ロータリーにし

かない言葉である職業奉仕について話します。 

その考え方は、1908 年にロータリーに入会したと言わ

れる、アーサー・フレデリック・シェルドンによって提唱さ

れロータリーが受け入れたものです。 

シェルドンは、1868 年、ミシガン州に生まれた出版社

などで成功を収めた実業家です。後にシェルドンの販売

学専門学校を設立し授業料をとって営業などを教えて

いたような、理論と実践の人でした。 

荒廃したシカゴの市場での経験から、事業の一時的

な成功ではなく、継続して発展していく職業人のあり方

を考え、理念へと結び付けたのです。 

その考え方は、職業人が事業をするときに継続的な

発展を望むのは当然のことであり、運営することによって

利益を得ることも当然のことで卑しいことではない。しか

し、その方法が合法的でなかったり、道徳的でなかった

り、他人に非難されるような方法で大きな利益を上げたと

してもそれは長く続くものではない、というものです。シェ

ルドンは自身の事業を継続的に発展、繁栄させた実践

経験と自身の納めた学問とを一つの考え方としてまとめ、

それをロータリーの職業奉仕の理念として提唱したので

す。 

1921 年、スコットランド、エジンバラでの国際大会でシ

ェルドンはロータリアンの職業は利益を得るための手段

ではなく、社会に奉仕するための存在であり、儲けを優

先しようとして事業を営むことが事業に失敗する最大の

原因であると述べ、職業上の倫理や道徳の重要性を訴

えました。今でこそ、当たり前のようなこの考え方は、人を

騙して当たり前という時代には画期的なものでした。 

シェルドンのいう職業奉仕の考えとは、ロータリアンの

職業は社会的存在としてあり、ロータリアンは自分の事

業の繁栄を考え、次に自分が属する業界全体の繁栄を

考え、究極的には地域社会全体の繁栄をはかるというも

のです。職業を持つロータリアンはこのようにして職業を

通じて社会に奉仕でき、最終的にその恩恵を受けるの

が実はロータリアン自身であるというのが職業奉仕の考

え方なのです。 

これを端的に表したモットーが「最も良く奉仕する者、

最も多く報いられる」であり、ロータリアンには広く知られ

ている言葉です。シェルドンの考え方を理解すると、この

意味するところがわかります。職業奉仕つまり自分の仕

事を通じてより社会に貢献しようと考えて行動すれば、結

果として自分の仕事が長く繁栄します。報いられます、と

いうことなのです。 

続いて、ロータリーの綱領についてです。 

その主文に「有益な事業の基礎として奉仕の理想を

鼓吹し、育成する。」とあります。つまりロータリーの目的

は、事業を運営するにあたって奉仕の理想、つまり、ロ

ータリーで培った奉仕の考え方を基本に置き、その考え

方を世に広め育てていくことであるとしています。 

ロータリーは、綱領の主文を読む限り、自らの職業を

通じて社会に貢献していくという、先ほど話をさせていた

だいた職業奉仕、この実践を目的としていることがはっき

りと書かれています。 

職業奉仕について詳しく書かれている綱領の第 2 項

には、①職業の道徳的水準を高める。②すべての有用

な職業は、尊重されるべきと認識せよ。③業務を通じて

社会奉仕するためにロータリアン自身を品位あらしめよ。

とあり、ここにシェルドンの考え方を示しています。 

いずれも、言うは易く、行なうとなると難しいことばかり

です。 

職業の道徳的水準を高めるとは、法律を守るといった

以上のことが求められ、自らを律する力を試されていま

す。自分の職業に誇りを持つことによるエネルギーが必

要です。他の職業を尊重するとは、自分の職業を大切

にすると同様に他の職業を大事に考えるということ。品

位あらしめると言うことは、自分の欲望を制御できる力を

高めるということ。自分の仕事を通して社会に奉仕すると

いう観念を持つ続けること、そのことが自身の品位につ

ながるのではないでしょうか。 

もう少し分かりやすく言うと、①はあまりズルするな。②

は、少しは周りを見なさい、人の話を聞きなさい。③は、

多少はスケベ心をコントロールしなさい。といったところで

しょうか。こうすると私にもできそうです。 

皆さんは、どのように読まれますか。 

このように、私達がロータリーへ入会した時に受諾した

綱領には、ロータリーの目的は職業奉仕の実践にあると

示しています。その目的を果たすために第 1 項から第 5

項までの活動を推進し世の中に育てて行くように求めて

います。 

私たち職業人は、自らの失敗や成功を通じて、自分

の事業を長く繁栄させるのは、社会から必要とされる事

業にすること、自分を律する高い道徳心を持つことや倫

理観を持つことによって自分自身の職業に自信と誇りを

持ち、それが事業を支えることを知っています。これは、

日本で昔から言われる売り手、買い手、世間良しのいわ

ゆる 3 方良しそのものであり、商売の極意に通じるもので

す。 

ここにいる地域の職業人の代表者である私たちは、ロ

ータリーに入会を許されたから職業奉仕をするのではな

く、実は言葉は知らなくても、職業奉仕をしてきたからこ

そロータリーに入会を許されたのです。 

ロータリーに相応しい、ロータリーの志を共有できる職

業人であるとロータリーが認めたからこそ入会を許され

たのです。ビチャイさんは、ややもすると忘れがちなこの

大事なことを、入会の古い新しいに関係なく、それぞれ

入会の時に戻って思いだしましょう、忘れないで下さい、

と言っているのです。 



ロータリーでは、それを言葉にし、綱領として、みんな

で共有する目的として掲げ、個人としても、そしてロータ

リーという団体としても、社会に貢献していく形を作り上

げたのです。 

私たちロータリアンに求められているのは、世の中にこ

の考え方を推進し、育てて行くことなのです。 

しかし、我が身を振り返ると、現実の社会は厳しい。先

の見えない不況の中で、職業奉仕や綱領の理念は、一

般社会では、単なるきれい事にしか聞こえないかも知れ

ません。それを、私たち職業奉仕を掲げたロータリアン

自身がきれい事と言ってしまって、ロータリーの哲学、つ

まりロータリーの志を捨てるのか、踏みとどまって、社会

に鼓吹、育成すべき理想として同じ気概を持つ同志とし

て公正な地域社会作りに関わるのか、その捉え方、実践

の仕方によって、個々のロータリークラブのあり方も変わ

る、ロータリアン自身も変わるのではないでしょうか。人間

には、どうしようもない俗っぽさがあり、同時に神々しさが

あります。私達の感ずるこの葛藤は、ロータリーの先輩達

も持ち続けたものでもあります。 

人間として、人の痛みに耳を傾けられる、困っている

人に手を差し伸べられる、こんな基本的なことでも、現実

には、お金や健康に余裕のあるときにしかできないのは

私だけではないと思います。 

物心の充実、つまり商売の繁盛がロータリー活動の源

であり、ロータリーの理解が商売繁盛の秘訣でもあると

言えるのではないでしょうか。 

 

職業奉仕を実践している、具体的な例を一つあげま

す。 

愛知県豊田西ＲＣの野田さんの例です。野田さんの

職業は八丁味噌の醸造元です。彼は、「一杯の味噌汁

運動」という活動をしています。彼は「朝、味噌汁も飲ま

ずに会社や学校に行く人達が増えています。日本人は

忙しさのあまり、暮らしに欠かせない“間”を忘れているの

ではないでしょうか。一杯の味噌汁を少し味わって飲む。

そんなところから心のゆとりを取り戻してみませんか。」そ

う訴えています。 

 野田さんは、多くの小学生や中学生、また大人を工場

に招待し、味噌の原料から、発酵、味噌のできるまでを

見学してもらっているそうです。豆にふれ、味わい、最後

には、彼らに実際に作ってもらい味噌汁を工場内で、飲

んでもらっています。野田さんは、この活動を通じて、生

きること、家族愛、郷土愛。感謝や安全安心の意味。“い

ただきます”は、命をいただかせていただきます、というこ

とである事などを少しでも理解してもらっているそうです。

このように、自分の職業に誇りを持って、真摯に向き合っ

て仕事に打ち込んでいる、これが職業奉仕のあり方なの

です。（余談）（困っている人に、味噌汁を配って助ける

のは社会奉仕です。） 

野田さんは、意識されているかどうか分かりませんが、

この活動によってご自身の経営や、広く食に関する業界

へも良い影響があることは容易に想像ができます。なか

なか野田さんのようには行かないかもしれませんが、ロー

タリーの職業奉仕は私たちの仕事場でできる一番身近

な奉仕のあり方なのではないでしょうか。 

職業を通じて社会に貢献していく、それが自分自身

の事業を繁栄させていく。事業と共に自らの人間の成長

も伴って行く。それぞれの職業の代表が、志を持って集

まっている団体。そんな仲間が知り合い切磋琢磨する場、

それがロータリークラブなのです。 

理屈っぽい話しばかりで申し訳ありませんが、このよう

に整理して行くと、綱領や、そこにある職業奉仕といった

ロータリーに特有なこのような考え方は、やはりロータリ

ーの中心にあるべきもので、声高に主張するものではな

いでしょうが、その底流にある志、あるいは理念といった

もの、忘れてはいけないものであると思います。 

この思いをクラブで共有することは、虚飾でなく、真に

誇りを持てるクラブ。ロータリアンでいることに誇りを感じ

る。そんなことに、つながっていくのではないかと思いま

す。同じ誇り高き職業人として、つまらない見栄から自己

を開放し、人間として付き合う。そこから会いたい人のい

るクラブ。話したい人がいる。例会が待ち遠しい。悲しみ

を半分にしてあげられる仲間でいることができる。山田ガ

バナーの言う、たがの外れない強い、魅力あるクラブへ

の道は、残念ですが、お題目を唱えているだけでは開き

ません。クラブの一人一人がロータリアンでいることの意

味を考えることが必要です。 

 

皆さんは、どのように考えますか。どのように理解しま

すか。 

ロータリーの言う職業奉仕は、職業を持つロータリアン

ならではの奉仕のあり方であり、地域の様々な職業の代

表である私達がその考え方を広げていくことによって、私

達自身が地域から必要とされながら、少しでも社会に役

立つ存在として、誇りを持って、この世の中を明るく公正

な舞台にしていく、そんな活動だと私は理解していま

す。 

クラブ内で、職業奉仕を話題にしていただけたらと思

います。 

 

 

 

 

 

 

 

第２３３３回例会 

日時⇒  平成２３年１０月２８日(金) 点鐘１２：３０ 

演題⇒  『究極の大型クリーンエネルギー』 

卓話者⇒ 伊藤国際経営コンサルタント 

 伊藤 博様 

第２３３４回例会 

≪地区大会≫ 

日時⇒  平成２３年１１月６日(日) 点鐘０９：３０ 

会場⇒  上総アカデミアホール 


