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鈴鹿西ロータリークラブ会報
所属:

国際ロータリー第 2630 地区 鈴鹿・亀山グループ;

創立:

1985 年 3 月 27 日; RI 認証:

事務所:
電話:

1985 年 6 月 3 日(No. 1665);

〒513-0802 三重県鈴鹿市飯野寺家町 816 鈴鹿商工会議所 3F;
059-383-7077; FAX: 059-383-8501;

E-Mail: info@rotary-suzuka-west.org; http: //www.rotary-suzuka-west.org/
例会場: 鈴鹿商工会議所 4F 大ホール; 例会日: 火曜日; 例会食事: 12: 00; 例会:

12: 30-13: 30;

第 1640 回例会 2020 年 10 月 6 日(火)

致します．成績と内容の発表は加藤部会長から有る

例会場: 鈴鹿商工会議所 4Ｆ大ホール

と思います．何はともあれ今回楽しく 1 日過ごさせ

例会進行: 衣斐信行副ＳＡＡ

て頂きました．
東京都が 2020 年 9 月 10 日（木）に新型コロナ

開始: 12：30 終了: 13：30
点鐘: 会長 森 豊

ウイルスの感染状況を「感染の再拡大に警戒が必要

ソング: 君が代 奉仕の理想

であると思われる(警戒度 4 段階中レベル 3)」へ引

ソングリーダー: 服部高宣会員

き下げたことを考慮し、国際ロータリー日本事務局
（東京都港区）は 10 月 5 日(月)より段階的にスタ

会長挨拶

森 豊 会長

ッフの事務所勤務を再開致します．当面は３密、な

皆さん、こんにちは．昨日は、当クラブの第 2 回

らびに通勤ラッシュ時を回避する為、通常の半数の

ゴルフコンペが双鈴ゴルフ関コースで開催されま

スタッフにて時間短縮での業務再開となります．

した．お天気もスタートした時は少し雨が降って来

最近、新型コロナウイルスのクラスターが発生し

ましたが大したことは無く、午後は少し肌寒い位で、
た施設、病院で感染も無く落ち着いて来ました．
良い秋晴れでした．ゴルフ部のメンバーは約 20 名
我々が先ずは感染しないように３密をさけて注意
程いらっしゃいますが、参加者が少し、少なく９名
をしたいと思います．アメリカのトランプ大統領も
の参加でした．せっかく入会していますので、次回
１０月２日に感染しました．昨日は一時的に退院し
忘年ゴルフコンペ、第 3 回、4 回と有りますので、
ていましたが 11 月に選挙がありますので大丈夫か
お忙しいとは思いますが参加の方を宜しくお願い
と思います．
今月は、地域社会の経済発展月間、そして米山月
間となっています．地域の発展は失業、不完全雇用、
ビジネスの機会、職業研修、社会保障の欠如は、貧
困を引き起こす深刻な問題です．人々が健康で安全
な生活を送るための手段の一つとなるのが「働くこ
と」であり、貧困を減らすには雇用機会の創出と収
入源の確保が必要とされています．特に、女性、若
者、貧困層の人々のエンパワメント（社会における
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地位向上）は、持続可能な経済的、社会的発展のカ 2. 2020 年 7 月福岡豪雨災害義援金へご寄付頂き
ギとなる要素です．

ました会員へ領収書を配布してございます。ご

今、日本だけでは無く全世界に新型コロナウイル

確認ください。

スの影響で様々な業種に悪影響を及ぼしています． 3. 2020-21 年度ロータリー米山記念奨学事業「豆
失業率の悪化が問題です．そんな中、今日のプログ

辞典」を配布してございます。

ラムの職業奉仕も、とても大事な課題と思います． 4. 2020 年 10 月のロータリーレートは、 １ドル
服部地区職業奉仕委員会委員の卓話に期待してい

＝105 円となりましたのでお知らせ致します。

ます．又、沖 職業奉仕委員長のアンケートの結果 5. 次週 10 月 13 日（火）例会終了後、第 8 回 理
だけでは無く、自身の思いも語って頂きたいと思い

事・役員会を事務局において開催いたします。

ますので、宜しくお願い致します．

幹事報告

委員会報告

勇 理維子 幹事

＊10 月度諸事お祝い

1. 鈴鹿・亀山グループ各ロータリークラブ例会変

加藤 稔 親睦・家族委員長

更のお知らせ

【会員誕生日】鈴木英夫会員，玉田

鈴鹿シティＲＣ：10 月 7 日・14 日・21 日・28

香会員，

眞弓純一会員，若林忠義会員

日（水）19：00～19：45 新型コロナウイル

【結婚記念日】野間芳実会員，川戸広樹・一美

ス感染拡大防止の為、短縮例会
鈴鹿ＲＣ：10 月 7 日・14 日・21 日・28 日（水）

様，杉﨑雅代会員，植田幸嗣・照代様，岸本

12：45～13：30 新型コロナウイルス感染防

春雄・ひとみ様，伊藤広海・康子様，久志本

止対策の為、短縮例会

敦史・澄子様，河田勝正・艶子様

鈴鹿ベイＲＣ：10 月 8 日（木）・22 日（木）特

＊第 2 回ゴルフコンペの報告

別休会

＊親睦・家族旅行について

亀山ＲＣ：10 月 12 日・19 日・26 日（月）新型 ＊ロータリーの友 10 月号紹介
コロナウイルス感染拡大防止のため臨時休会

田中 通 クラブ広報委員

※新型コロナウイルス感染症対策の為、各ロータリ
ークラブ例会へのビジター参加・受付はご遠慮くだ 出席報告

眞弓純一 出席委員長

正会員 36 名中名 22 出席．出席率：70.90％

さい．
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ニコニコボックス報告

本日のプログラム

森 喜代造 親睦・家族委員

「職業奉仕について」

順不同・敬称略
※印

服部高宣 地区職業奉仕委員会委員

多額

本日は、職業奉仕についてお話をさせていただく

※加藤 稔：昨日行われた第 2 回ゴルフコンペで優

機会をいただきました．

勝させて頂きました．
森

地区の職業奉仕委員会委員の任命書を先週頂いた

豊：江藤さん久しぶりです．例会再会出席あ

ばかりで、まだ地区の委員会はＺＯＯＭで一度だけ

りがとうございます．本日、服部地区職業奉仕

なので、きちんとしたお話しが出来ませんが、先週

委員会委員の卓話、沖 職業奉仕委員長よろし

岩崎会員が一口情報の中でお話し頂いた事と重複

くお願いします．

する所もありますが、お付き合い頂ければと思いま

若林忠義：コロナの終息を祈念して．

す．

岸本春雄：椿ではコロナがないのでマスクを忘れ
ました．みんながしてるから 1 人なら大丈夫．
伊藤義一：誕生日祝い有難うございました．

「職業奉仕」についてお話をさせていただきました
が、今回またこのような機会をいただき改めて考え

野間芳実：・皆様お久しぶりです．新型コロナに

てみたのですが、やはり「職業奉仕」というものは

負けないように．・結婚記念日のお祝い有難う

考えれば考えるほど奥が深いものであると実感し

ございます．

ました．「職業奉仕」はロータリークラブの根本理

江藤隆仁：大変御無沙汰いたしました．
沖

今年 1 月、昨年度の職業奉仕月間の際にもこの

念であり、「ロータリーの金看板だ」という言葉を

俊成：職業奉仕アンケート皆様ありがとうご

よく耳にします．しかし、一方で、「職業奉仕」を

ざいました．

説明するのは難しいという言葉もよく耳にします．

山崎ていじ：東京テレビ収録のため欠席させて頂

ですので、それを踏まえ、難しい職業奉仕について

きます．

お話をさせていただきます私の話を、優しい気持ち
で聞いていただければ幸いです．
職業奉仕というものを説明し辛くしている原因
の 1 つは、
「職業」と「奉仕」が一つの言葉となっ
ていることにあるのではないかと言われています．
3

The Club Bulletin of Rotary Club of Suzuka West, RID2630

「職業」とは所得や利益のようにお金を儲ける手 奉仕する心を以て倫理的に職業を営みなさいとロ
段であり、自分の為・家族の為にすることです．一 ータリークラブは言っているのです．ここが、他の
「職業奉仕」
方、
「奉仕」というのは、報酬や見返りを求めず、 団体やクラブと根本的に異なっており、
世の為、人の為にと自分以外の人の為に何かをする という言葉が、ロータリークラブだけの専門用語と
ことになります．
「自分の為の職業」と「他人の為 なっているため、一般的に解りにくい言葉となって
の奉仕」 は、エネルギーの方向が逆向きであり、 いると言われています．
職業というものは奉仕にはならないと考えるのが

ロータリーの目的に、「ロータリーとは、企業の

一般的なようです．

根底に奉仕を置くべしとする思想を追及、提唱する

ロータリークラブ以外の奉仕クラブであるライ ことを目的とするクラブ活動のことをいう」とあり
オンズクラブ、キワニス、コスモポリタンなども、 ます．その為、ロータリークラブは、職業分類とい
職業と奉仕とは全く別のものだと考えています．職 う独特な制度によって職業分類委員会が職業分類
業によって儲けたお金での寄付や、余った時間や労 表をつくり、分類された職域を一つでも多く充填し、
力でのボランティア活動などを奉仕と考え、職業そ より多くの職域のサービスが出来るように構成さ
れているのです．しかし、企業の根底に奉仕を置く

のものを奉仕とは考えていないのです．

と企業の大前提である利潤、利益の追及に相反する
しかしロータリークラブは、職業を営む心、即ち 事となってしまい、儲けを否定することになりはし
お金を儲ける心と、世の為人の為に奉仕する心とが、ないかという疑問がわきます．
同じ一つの心であると考えています． 一つの心を
実は初期のロータリーの指導的な人が考える奉

以て職業を営み、そして奉仕する．世の為人の為に
4
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仕（サービス）とは、Service not Self (自己犠牲の 調和」を追及するところであり、ロータリーの目的、
奉仕)という中世のキリスト教の影響を強く受けた 方針はそこにあるのです．この調和を求めていくと、
思想でした．しかし、ポール・ハリスやフレデリッ 商品と代金だけではなく、感謝や満足感が生まれ、
ク・シェルドンらは「ロータリーは宗教ではない． それが信用となり企業の繁栄に繋がるというわけ
自己を犠牲にしてまで、会社が倒産してまで奉仕

です．

（サービス）に徹しなさいというのは、宗教の世界

最近、コンプライアンスという言葉をよく 耳に

のことである．我々は実業倫理の世界に入らなくて

します． コンプライアンスとは、経営者や従業員

はならない．そのためには自己を否定するのではな

が企業活動をする上で法令や社内の諸規範などを

く、自己の存在を前提として Service above Self

順守することという意味に使われることが一般的

(超我の奉仕、サービス第一、自己第二)でなければ

です．要するに、決められた法律や命令などのルー

ならない」と考え、1910 年頃からこのような考え

ルを守るということで、人間として企業として決め

が主流となりました．そしてロータリーは、企業の

られた最低限度のルールや約束事を守りましょう

根底に儲けがあることを認めた上で、その儲けとは

という、とても単純なことなのです．しかし、コン

一体何かということを考えるのですが、ここが大事

プライアンスを無視したり逸脱したりした結果か

なポイントとなります．人間誰しも自己のために利

ら様々な不祥事が生じており、その最も大きな原因

益を得ようとする欲望を持っていますが、一方では

の一つは、売上または利益至上主義からくるものだ

他人の為に尽くさなければならないという義務感

と言えます． 利益獲得のためなら、ルールを守ら

も持っており、この二つの感情が葛藤を繰り返して

なくても構わないという安易な考えから起こって

います．この感情の争いで「利己と利他の調和」を

いるようです．我々ロータリーアンが、一世紀余に

させようという人生哲学がロータリーなのです．

わたって追及してきた「職業奉仕」は、企業活動に

ロータリーでいう職業奉仕の真の意味は、「適正

おいての法令遵守はごく当たり前のことであり、そ

な利潤」を得て、自分の職業を通じてサービスを施

れ以上に企業活動・経営の基礎に高い倫理性を実現

し、社会のために尽くすことです．では、ロータリ

しようとするものです．

ーでの「適正な利潤」とはどのようなものなのでし
ょうか．

では、その職業奉仕とは、どのように行うべきな

企業は利益がなければ成り立ちません．しかし、
100 円で仕入れたものを 100 万円で売って得るよ

のでしょうか．
ロータリーのサービスは、個人のサービス（ア

うな膨大な利益は、ロータリー的な利益とは言えま イ・サーブ）を主としています．特に職業奉仕に関
せん．適正な利潤を超えると、お客様は大変な損を しては、サービスは会員個人しか出来ないのだとい
することになり、不幸になってしまいます．これで う認識が必要です．クラブという団体が会員に代わ
は、四つのテストの「みんなに公平か」に反してし って職業奉仕（ウイ・サーブ）をしてあげる訳には
まいます．ロータリーは企業とお客様の両者を利す いきません．一人一人がクラブ組織とは関係なしに
るものでなければならない、つまり「利己と利他の 自分の心で取り組んでいく以外に方法が無いとい
5

The Club Bulletin of Rotary Club of Suzuka West, RID2630
うことです．

度目のガナバーとして「職業奉仕を根幹とする日本
伝統のロータリーの理念を大切にする」と提唱され

団体奉仕とは、集まった 100 人が一つの奉仕を行

ています．

うことであり、100 丁の鉄砲を 1 つの大砲に変える
という考えです．

このことを先週河田会員が卓話の中でお話しに
なっていた矛盾で、RI の一組織である日本ロ－タ

ロータリーの考えは、100 人１一人ひとりが 一

リ－が、異なる事を提唱していいのか？と言う事で

つの目標に向かって行動すれば 100 通りの奉仕が

す．

可能であるというものです．100 丁の鉄砲を 100 丁
の大砲に育て、一つひとつの鉄砲を一つひとつ大砲

職業に上下などなく、どの仕事も同じように世の

に育てるという考えだと言えます． 日本の第二代 為人の為になる．仕事に誇りと愛を持ち、天職と考
目ガバナーの井坂孝氏は「人の為に尽くす道はいろ え一生懸命に働くからこそ会社も繁栄する．その姿
いろあるが、日常不断にできるのは自分の職業を通 勢、覚悟こそが職業奉仕である．
してのサービスだ．その実践こそロータリーの本領

長々とお話させていただきましたが、これが、今

である」と言ったそうです．

回私がお伝えしたかった職業奉仕です．

1915 年サンフランシスコ大会で採択された 11 条

今日まで私が難しいと考えていた『職業奉仕』は、

からなる「職業倫理訓」の 1 条に、
『ロータリー会
員が携わる職業は天から授かった職業であること、
従って職業に貴賎はなく、仕事に愛を込めて職業を

実は至ってシンプルなことだったのかもしれませ
ん．色々なご意見があると思います．皆様でお話し
頂ければと思います．

倫理的に営みなさい』と書かれています．

また、最後にもう少しだけお時間を頂いて、先週

職業人の倫理向上運動こそが、ロータリー運動の

岩崎会員より申し受けた、「地区の情報を余さず報

原点であり、職業奉仕が「ロータリークラブの根本

告を！」とのお言葉を頂いたので、早速ですが先月

理念」「ロータリーの金看板」であると言われる所

に地区職業奉仕委員会オンライン会議にて出た議

以ではないかと思います。

題について報告させて頂きます．

そんな職業奉仕ではありますが、RI は 2017 年 6

12 月 13 日に職業奉仕研修セミナ－を予定してお

月の理事会で「職業奉仕委員会と青少年奉仕委員会

ります。が、コロナ禍の中どうするべきか？と言う
を社会奉仕委員会に統合する」ことを決定しました．
事で、会場キャンセル料の掛かる 10 月 10 日まで
「地区から職業奉仕委員会を無くし、社会奉仕委員
にコロナ禍の状況を見極める．キャンセルの場合講
会に包含する」という決定は、ポール・ハリスらが
演を依頼している第 2760 地区村井パストガバナ－
試行錯誤しながら構築したロータリーから少し離
に、地区委員に講演頂きその様子をビデオにして各
れてきているような気がします．
クラブに配布する．となりました．
しかし、第 2630 地区 剱田廣喜ガバナーは、二
6
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「職業奉仕アンケート実施結果報告」
沖



ホンダの工場見学。

俊成 職業奉仕委員長

1. 会員の皆様が、ご自分の職業を生かした職業奉
仕でどのようなことができそうですか？


木工教室（本立て、風呂のイス）



不動産の基礎理論．



広い意味で、自分、或いは部下の人間的成長が
大きくな社会に貢献していると認識していま 

花壇植樹．

す．ですから一生懸命真摯に仕事に向かってい 

ホンダ技研工業の見学、住友電装．

ることが最大の職業奉仕である、と基本に思っ
ています．お問い合わせに対しては、私どもが、 3. 職業奉仕の活動で、なんでもご意見を
工場で働く方々に食事を提供することは、その 

これからも毎年続けてほしい．

工場の活動を支えているという事、その会社の 

ＲＩと日本ロータリーにおける職業奉仕観の

社会奉仕活動を支えさせている．これが具体的

相違について．

な私どもの社会奉仕であると認識しています． 

色んな方々の自慢話がお聞きしたいです．当ク



地域・福祉活動、介護関係のお困りごと相談．

ラブには今はその風潮はありませんが！因み



出前授業 介護の話 認知症の話など．

に、経営懇談会を作り話し合っているクラブも



園児と一緒に老化防止リトミック．

あるそうです．コロナ禍で魚の上級品が売れな



企業としての社会貢献活動（スポーツ支援・寄

いとのことでトモは高級品の魚、鯛を組合から

付活動など）
．

通常値段で買い取り老人ホーム等のお客様に、

私は飲食の事業ですので、各地で催事がある会

鯛めしとして 7840 食をサービス提供して喜

場で出店をして食の提供をする．

んでいただきました．県知事もそれを食べて喜

冬：町内の除草

んでいただきました．TV 放映されました．







我々一般の住民が中々見ることの出来ない所

2. これまでのロータリーでの職業奉仕で、印象深

が見たいと思います．県会議員、市会議員の議

かった事業があれば

会中、施設、工場等．



各年度の職場例会．



ご自分の成功事例を聞かせて頂いたことでし
た．仮に工場見学でも、後でその工場の自慢話
をお聞きしたいと思っていました．勉強の為に．



植樹活動．



職場の見学は異業種交流として参考になりま
会報担当: 田中通

した．
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