
 

2017～2018 年度クラブ運営方針 

「守・破・離」でますます大発展！ 

 

国際ロータリー第 2750 地区 多摩中グループ 

 
TOKYO AKISHIMA-CHUO ROTARY CLUB 

 

事務局 〒196-0034 東京都昭島市玉川町 3-10-1 ヒルパークハイツ 1F TEL 042-544-1001 FAX 042-544-1002 

 

●本日の司会        （田畑 勝久副SAA） 
 

 
 
 

●開会点鐘         （小島 弘明会長） 
 
 

●ロータリーソング「それでこそロータリー」斉唱 
 
 

●会務報告         （小島 弘明会長） 
 

 1 月 23 日（火）フォレスト・イ

ン昭和館にて昭島交通安全協会

「新年初顔合わせ会」が行われ、

会長、幹事で出席をしてまいりま

した。 

 今日は雪で皆さん大変だと思

いますので、インフルエンザと車

の運転は気をつけていただきた

いと思います。本日もよろしくお願いいたします。 
 
 

●幹事報告         （石岡 孝光幹事） 

 

 地区より「TRONTO 国際大会 

日本人親善朝食会のご案内」が届

いております。国際ロータリー年

次大会がカナダのトロントにお

いて、2018 年 6 月 23 日～27 日ま

で開催されます。国際大会の開会

式が行われる 6 月 24 日（日）に

恒例の「日本人親善朝食会」を下

記要領で開催致します。参加希望の方は、私までご一報願

います。 

日時 2018 年 6 月 24 日（日） 

 朝食会（予定）AM7:00～8:30 

場所 ハイアットリージェンシートロント  

会費 1 人 10,000 円 

締切日 3 月 31 日（土）

 4 クラブ合同例会の次第が、ホストクラブの国立白うめ

RC さんから届きました。詳細は、後ほどご連絡いたしま

すが、大まかにご案内をさせていただきます。 
 

日時 2018 年 3 月 7 日（水） 

 17：30 受付開始 

 18：00 記念撮影 

 18：10 開会 ～ 20：30 閉会 

場所 フォレスト・イン昭和館 シルバンホール 

会費 5,000 円 
 

 地区より「地球環境保全のためのロータリアン一人一

本植樹運動推進のお願い」が届いております。こちらは

「来る4/22のアースデーまでにロータリアン一人一本の

植樹を行って下さい」と言うイアン・ライズリーRI 会長

の呼びかけで始まった植樹運動です。この度は植樹支援

の募集をしているそうですので、興味のある方は私まで

ご一報願います。 

★植樹支援の募集 

宮城県岩沼市岩沼海浜緑地地区への桜の木 25 本の植樹 

担当 宮城県土木部河川課 

予算 125,000 円から 150,000 円 

植樹日 3 月 17 日（土曜日） 

 ボランティアとしての参加歓迎 

募集期間 1/31 まで 
 

 2 月 27 日（火）地区大会本会議が開催されます。こち

らは登録済みですので、皆様の参加をお願いいたします。 

日時 2018 年 2 月 27 日（火） 

 11：00 登録開始（11：00～12：30 昼食） 

 13：00 開会点鐘 

 17：50 閉会点鐘 

 18：00 懇親会 

場所 グランドプリンスホテル新高輪 
 

 4 月 19 日（火）は昭島 RC さんとの合同例会を予定し

ておりますので、皆様のご出席をお願いいたします。 
 

 本日の例会終了後、理事会を開催いたしますので理事

の方はご出席をお願いいたします。 
  

2018 年（平成 30 年）1月 24 日（水） 

第 1366回例会報告 

 



●卓話「職業奉仕について」 

           椎名 正明職業奉仕委員長 
 

 職業奉仕は、ロータリーの根本

的な概念でございます。まず、ロ

ータリーの目的というのは、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

することにあります。 

（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

潔なものとすること。（第 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。（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じて、国際理解、親善、

平和を推進すること。 

 この 4 つはすなわち第 1 がクラブ奉仕、第 2 が職業奉

仕、第 3 が社会奉仕、第 4 が国際奉仕です。 

 職業奉仕の考え方は、1927 年ベルギーのオステンドで

の国際大会で決定されたものです。Vocational Service（職

業奉仕）のサービスという言葉は、日本人がよく使うサー

ビスとは大分意味合いが違いまして、人の為に、人の役に

立つことをすること、という意味です。それから、ボケー

ショナルという言葉は、ただ食べる為の職業という言葉

ではなくて、天職という意味です。ロータリーはアメリカ

から始まったものですから、アメリカの宗教観や慣習が

基盤に出来上がっているものだと思います。そのような

意味で、なかなか理解が難しいと思います。私が本日お話

することは、「ロータリー職業奉仕入門」という小冊子を

ベースにしております。 

 「職業奉仕」という概念は、職業上の高い倫理基準を持

つこと、役立つ仕事はすべ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

なものとすること、でございます。職業奉仕の実践の方法

としましては、 

・例会で、各会員が自分の職業について話し、互いの職業

について学び合う。 

・地域社会での奉仕プロジェクトで職業スキルを生かす。 

・高潔の精神で仕事に取り組み、言動を通じて模範を示す

ことで倫理的な行動を周囲に促す。 

・若者のキャリア目標を支援する。 

・専門能力の開発を奨励し、指導する。 

ということが挙げられております。 

また、高潔性と倫理といたしまして、高い倫理基準の実

践を通じて高潔性を推進することは、ロータリアンとし

て不可欠の要素です。その中で生まれたのが、「四つのテ

スト」と「ロータリーの行動規範」の 2 つであり、職場や

生活のあらゆる場面で倫理的行動を実践するための指針

となっています。 

 そもそも私達は、どのような形で職業奉仕を実践して

生活していけば良いのか、昭和 47 年に神守源一郎さんと

いう方が書かれた「ロータリーでいう職業奉仕」という資

料がございまして、その中で仰っていることは、第 1 に

自分の職業に誇りを持つことです。第 2 に職業に愛情を

持つこと、第 3 に職業に責任を持つこと、この 3 つにプ

ラスして、経営の努力ということが挙げられています。高

貴な理想ばかり掲げていても、食べてはいけないわけで

す。ロータリーはどちらかというと、対外的なことを重視

するのですが、実は自分を支えてくれる社員の皆さんを

大事にしたり、教育することを大切にすること、これも立

派な職業奉仕ではないかと思っております。 
 

 
 
 

●ニコニコ BOX発表  （犀川 美佐緒親睦委員） 

 

 
 

○小島会長 

椎名委員長、卓話ありがとうございました。 
 

・石岡幹事 

椎名委員長 卓話ありがとうございます。 

本日、56 回目の誕生日を迎えました。ボールペン使って

下さい。 
 

・伊藤会員 

椎名さん 卓話ご苦労様でした。 

 
 

●出席報告      （岡野 和弘出席委員長） 
 
 

会員数 46 名 

出席義務会員 43 名 

本日の出席 26 名 

（メイクによる出席者数を除く） 

 

 

 

●次週例会予定   （浅見 勇プログラム委員） 
 
 

1 月 31 日（水） 
 

「親子二代刑事の 

     熊谷様による卓話」 
 
 
 

 
 

●閉会点鐘         （小島 弘明会長） 
  


