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川崎大師ロータリークラブ週報
例会場：大本山川崎大師平間寺信徒会館
第３９期
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平成 23 年 9 月 28 日
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２．１０月２日(日)に地区大会記念囲碁大会があります

昌美 会長

ので、参加希望者が居ましたら事務局まで連絡をく

我らが生業

ださい。

♪ソングリーダー 石川 庸

日時：１０月２日(日)
場所：横浜ベイシェラトンホテル

本日の卓話者紹介
横浜港北ＲＣ会長

増田 昌美 会長
桑原 薫 様

ゲストの紹介

増田 昌美 会長

３．１０月４日(火)に地区大会記念チャリティーディナ
ーショーがあります。
当クラブからは１０名参加予定です。

前年度米山奨学生

来訪ロータリアンの紹介
川崎ＲＣ

喬 禹翔 様

岩井

日時：１０月４日(火)
場所：横浜ロイヤルパークホテル

茂次 親睦委員長
大田垣 耕造 様

川崎ＲＣ

小口 和久 様

川崎中央ＲＣ

川島

光 様

幹事報告

武者 惠吾 幹事

１．１０月の例会内容と例会変更の案内をポストに入れ
てありますのでご参照願います。

会長報告

増田 昌美 会長

１．９月２１日(水)に行なう予定だった８RC 親睦ゴル
フ大会は台風の影響で延期となりました。
場所：戸塚カントリー倶楽部（同じ場所）

週報

いのないようお願いします。
職場訪問から参加される方は、１２：５０分 川崎
大師平間寺 信徒会館前駐車場に集合です。 なお、

日時：１１月３０日(水)

川崎大師ロータリークラブ

２．１０月５日(水)は職場訪問移動例会ですのでお間違
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昼食は済ませてから参加をお願いします。
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移動例会から参加の方は、１８：００～ 川崎グラ

本日はお世話になります。

ンドホテルです、３０分前から登録ですので宜しく

川崎中央ＲＣ

お願いします。

久し振りにお世話になります。

３．１０月は米山月間です。

川島

光 様

遠藤 悦弘 会員

米山記念奨学会の昨年度決算報告が届いておりま

昨日のＤグループファイヤーサイドミーティングでは

すので回覧いたします。

お世話になりました。

米山の寄付も未納の方は来月是非宜しくお願いし

鈴木 幹久 会員

ます。

①桑原様 本日の卓話お忙しい中、心より感謝いたしま

４．すでに９月２６日よりファイヤーサイドミーティン

す。

グが開催されておりますが、所定の時に参加できな

②石渡勝朗様

かった方も明日を含め２回ありますので是非参加

ました。

をお願いします。

石川

職業奉仕委員会出席ありがとうござい

庸 会員

９月２９日（木） ＰＭ６：００～ 松の樹

今週は、月曜日のファイヤーサイド、本日の二水会と我

１０月３日（月） ＰＭ６：３０～ 惠の本

店舗をご利用いただきまして有難うございます。

５．先週報告させていただきました米山梅吉記念館「全

桑原さん、お久し振りです。熱い情熱の卓話を楽しみに

国一人１００円募金運動」の募金に米山梅吉記念館

しております。

よりお礼状が届いております。

中村 眞治 会員

６．１０月１日から１２月３１日までの３ヶ月間は全国

桑原さん、ようこそいらっしゃいました。

一斉共同募金運動月間です。

竹中 裕彦 会員

当クラブとしても募金をさせていただきますが、皆

上期も終わりますね。あまり良い事がなかったので下期

様も募金運動に参加協力をお願いします。

は頑張ろうと。
本日のニコニコのテーマ

出席報告

船木

幸雄 出席委員長

会員数 対象者 出席 欠席 出席率
1877 回
60
50
29
21 58.00 ％
1875 回
60
51
35
16 68.63 ％
前々回の修正・ﾒｰｸｱｯﾌﾟ
1 修正出席率70.59 ％

「桑原様

本日は宜しくお願いします。 クラブ創立５

０周年おめでとうございます。」
♪水口 衛♪横山俊夫♪鈴木昇二♪牛山裕子
♪武者惠吾♪坂東保則♪船山昭三♪増田昌美
♪船木幸雄♪石渡勝朗♪岩崎 寛♪鈴木節夫
♪伊藤佳子
各

会員

メークアップ
渡辺 冨士夫

会員

委員会報告

親睦委員長 岩井 茂次

１）本日 6 時 30 分よりローターアクトの例会とあわせ
スマイルレポート(ニコニコボックス)

て二水会を開催致しますのでご参加下さい。

竹中
横浜港北ＲＣ

裕彦 副会長

桑原

薫 様

本日、皆様と会えることを大変楽しみにしておりました。
川崎ＲＣ

川崎大師ロータリークラブ

大田垣耕造 様

週報
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２）来週は、職場訪問です。移動例会での親睦会となり
ます。
職業奉仕理事 鈴木 幹久
来月は職業奉仕月間ですので、皆様の意識付けとご協力

２０１１年 １０月５日
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をお願い致します。委員会では①9/7
副校長先生の卓話

川中島中学校の

が出る」という職業奉仕の理念を表すものになり、現在

②10/5 職場訪問を実施しておりま

では、「人を思いやり人の役に立つこと」つまり「ロー

す。

タリーの奉仕の理念」とされるにいたったのです。

卓話者紹介

鈴木 幹久 会員

２．「最もよく奉仕するもの最も多く報いられる」

略歴

この文の骨格は奉仕するものが報われるとなっていま

学 歴 早稲田大学 政治経済学部卒

す。つまり奉仕するものが受益者になるという意味です。

職 業 ＫＴＣ株式会社 代表取締役

奉仕されたものは当然受益者となりますから「奉仕した

ＲＣ歴 2004～05 クラブ幹事

ものもされたものも共に受益者になる」という意味なの

2008～09 地区副幹事

です。これは職業奉仕の概念を表しているフレーズです。

2009～10 地区米山増進委員長

アーサー・フレデリック・シェルドン先生は、職業奉仕

2010～11 地区ローターアクト委員長

によって継続的な利益が得られ事業が発展するという

2011～12 クラブ会長

サービス学を 1902 年に確立しました。職業奉仕とは顧
客などの事業関係者にサービスすることです。この場合
のサービスとは自分のためにしたことが人の為にもな
り、人の為にしたことが自分の為にもなるような行為の
概念です。具体的には「利益を追求するのではなく、サ
ービスを追求すれば結果として利益が出る」ということ
です。ちなみに職業で得た利益で社会に貢献することは
慈善行為といいます。「ロータリアンが受益者となるの
は職業奉仕においてのみ」といわれるのは物質的な利益
についてのことです。
３．「入りて学び出でて奉仕せよ」

卓話「奉仕の理念と職業奉仕」
横浜港北ロータリークラブ

会長 桑原 薫 様

ロータリーの中で学び、それを外で役立てようというこ
とです。ロータリーの二本柱である親睦と奉仕の概念を

ロータリーの奉仕の理念

表しているフレーズです。ロータリーの親睦とは仲間同

１．
「超我の奉仕」

士が時間と情報の共有によって相互に育成しあうこと

ミネアポリスＲＣのモットーであったサービス･ノッ

です。ロータリーの奉仕とは相互育成によって成長した

ト･セルフを 1911 年にベンジャミン・フランク・コリ

自分を人の為に役立てることです。この親睦と奉仕の繰

ンズ会長が発表したのが始まりです。1905 年にできた

り返しがロータリーライフです。奉仕の対象がクラブ・

原始のロータリーは、友愛団体でありましたが相互扶助

事業関係者・地域社会・国際社会と広がるにつれてクラ

の機能を持っていました。このモットーはこの機能をク

ブ奉仕・職業奉仕・社会奉仕・国際奉仕となります。奉

ラブの中から外へ拡大しようという意味でした。ところ

仕の対象が３０歳以下だと新世代奉仕です。

がほとんどの会員がこれを「自分ではなくサービス」つ

４．「ロータリーは奉仕団体ではなく、奉仕する人の集

まり「自分を犠牲にして人のために尽くす」ことだと誤

まりである」

解したので、1917 年にノットをアバーブにかえること

これはロータリーの二つの原則を表しています。「みん

で「自分よりもサービス」としたわけです。それは「自

なで何か良いことをしよう」という一般的な団体奉仕に

分の利益よりもサービスを追及すれば結果として利益

対して「みんなで学んだことを各々で人の為に役立てよ

川崎大師ロータリークラブ
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う」というのがロータリーの個人奉仕です。前者がウイ

５．「超我の奉仕」は、大きく分けて５回程意味が移り

サーブ、後者がアイサーブです。ロータリーが団体奉仕

変わります。それは相互扶助のクラブ外へ拡大・無私の

を、奉仕の訓練や教材のサンプルとしてしか認めていな

奉仕・自分よりもサービス・利益を目的とするのではな

いのは何故か。それは例えば弱者救済活動において、団

くサービスの結果とみる（職業奉仕Ｅ）・人を思いやり

体では弱者と偽装弱者を識別できないからです。仮に真

人の役に立つことであります。したがって誰かが「職業

の弱者たちを見つけても、その中で救済の優先順位を公

奉仕とは」と言い始めた時、ＡＢＣＤＥのうちのどれの

平に決めることは困難です。また怠け者や偽装弱者に金

ことを言っているか考える必要があります。

品を贈れば、努力した人や正直者が馬鹿を見る事になり

６．四つのテストは職業奉仕の理念を表すものではなく、

ます。ロータリーが金品の継続的援助を禁止し単年度の

倫理基準についての声明なのです。本当かどうか、事業

支援を重視するのはこの為です。

関係者全員に公正か、信頼を深め客先の増加につながる
か、事業関係者全員にメリットがあるか、という意味で

職業奉仕の概念

す。

１．職業奉仕の概念は大きく分けて５種類あります。ま

７．ＲＩが 1989 年に職業奉仕の理念である「最もよく

ず職業という日本語と奉仕という日本語を組み合わせ

奉仕するもの最も多く報いられる」を第１モットーから

て考えられる全ての概念（職業奉仕Ａ）です。これはロ

第２モットーに格下げしてさらに 2001 年には一度消滅

ータリーとは無関係です。代表的なものに「職業を通し

させてしまったことは注目に値します。

て社会に貢献する」というのがあります。「社会に」と
いうところを「社会に分散している事業関係者に」とい
いかえればシェルドン先生のサービス学の概念となり
ます。
２．ポール・ハリス先生は 1908 年に入会したシェルド
ン先生にロータリーの奉仕の理念の提唱を一任したの
です。シェルドンは、自分のサービス学（職業奉仕Ｂ）
をもって、ロータリーの奉仕の理念としたのです。利益
を追求するのではなくサービスを追及すれば結果とし
て最高の利益が出るという考え方です。
３．しかし「自分の仲間に最もよく奉仕するもの最も多
く報いられる」とあるように「事業関係者に対する奉仕」
という制限があったので 1911 年に「自分の仲間に」と
いうフレーズをはずしたもの（職業奉仕Ｃ）をもって「ロ

次回例会 10 月 12 日（水）
卓話

ータリーの奉仕の理念」としたのです。
４．1927 年にこの奉仕の理念にふたたび制限を付け直
して四大奉仕のうちの一つ（職業奉仕Ｄ）としたのです。
つまり奉仕の対象をクラブ・事業関係者・地域社会・国
際社会とそれぞれ制限することによりクラブ奉仕・職業
奉仕・社会奉仕・国際奉仕としたのです。

川崎大師ロータリークラブ

週報

第 12 号

米山奨学生
カウンセラー

林

薇 様

牛山 裕子

会員

米山月間
：クラブ会報委員会：
岩崎寛／川又竜志郎／久保博和／沼田直輝
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