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１０月１７日 １８時３０分 茶房カオル 

開会点鐘 会 長 中井 昭宏 

ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ 我らの生業 

お客様紹介 親睦委員会委員長 田辺 弘樹 

会長の時間 会 長  中井 昭宏 

幹事報告 幹 事 松田 香純 

委員会報告 
 

米山記念奨学委員会
委員長 

片岡 富美子 

卓話 青少年奉仕 
         仲峯 豊会員     

ニコニコ報告 副SAA 仲峯 豊 

出席報告 副SAA  濱田 由美 

閉会点鐘 会 長  中井 昭宏  

日韓親善会議 
 
 今年は韓国ソウルで日韓親善会議が 
        10月19日（土）20日（日） 
               に開催されます。 

 
 『日韓親善会議』はロータリー活動を通じ、日
本と韓国における、お互いの親睦や国際理解と協
力を目指し、ロータリーの発展と世界平和を目的
としています。 
 
 1982年に第1回がソウルで開催されてから、毎
年開催されています。 
 
 21世紀の世界情勢、アジア情勢を展望すると、
近隣諸国との協調・提携はその国の国勢発展に必
須です。 



 
 本日は職業奉仕についてお話したいと思います。
ＲＩの「職業奉仕入門」には「ロータリーの目的」
は、ロータリーの存在目的とロータリアンの責務に
ついて記した哲学的な声明です。職業奉仕はその第
2項を土台としています。即ち「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」が第2項です。
この項でロータリアンは次のことを奨励し育むこと
が求められています。 
 ●職業上の高い倫理基準 
 ●役立つ仕事は全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 
そして職業奉仕はどのように実践できるのでしょう
か。いくつかの方法があります。 
 ●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 
 
 職業奉仕に意欲と熱意を感じる人にとって、ロー
タリーほどその実践にふさわしい場はありません。
職業奉仕はロータリーの真髄であり、ロータリーを
ほかの団体と分かつ要素でもあります。 
 職業奉仕はロータリアンのすべての活動の根幹を
なすものだと思います。 
 
 直前ガバナーの北中先生が仰りました。「我々医
師は日々、職業奉仕を実践していると」 
 友人のロータリアンの医師が職業奉仕月間にこん
なことを言いました。医師や看護師は「私は患者さ 
 

ENGAGE ROTARY   CHANGE LIVES 
     ロータリーを実践し  みんなに豊かな人生を 

 
 昨年度に作成いたしました、自転車用のひった
くり防止カバーを10月15日火曜日15時より堺市役
所北側の市民広場にて配布予定です。ご参加いた
だける会員様いらっしゃいましたら私までご連絡
ください。 
 先日地区大会連絡会に出席してまいりました。
今年度コホストクラブとして2日間ともお手伝いを
よろしくお願い申し上げます。 
 
 近隣クラブ 
堺泉ヶ丘ロータリークラブ 
 平成25年15日(火)秋の宴例会 詳細未定 
 堺フラワーロータリークラブ 
 平成25年19日(土)は10月20日(日)日韓親善会議 
 

 
んの立場に立って、患者さんを自分の家族のように
思って日々診療や看護をつづけている、職業奉仕な
ど難しいことを言わなくても、それでいいのではな
いか」それは立派な職業奉仕だと。医師や看護師は、
このような形で職業奉仕を実践しているのです。し
かしこれは職業奉仕の一つの姿に過ぎません。 
職業奉仕活動を実践するとすれば、やはり、他者へ 
の働きかけも必要かと思われます。 
 今年度から「未来の夢計画」FVP：Future Vision 
Planが始まりました。新しくVTT： Vocational 
Training Teamというプログラムが提供されていま
す。 これまでのＧＳＥとは異なり、ＶＴＴ（職業
研修チーム）は、実地参加を通じて職業奉仕の機会
を提供しています。これなどは「職業奉仕活動」の
典型的なものだと思われます。ただし、このプログ 
ラムの実践はそれほど容易では無いのが残念です。 
 本日の卓話は職業奉仕についてRLI形式にて小野
会員が行ってくださいます。しっかりみなさまと理 
解を深めたいと思います。 
 



ENGAGE ROTARY   CHANGE LIVES 
     ロータリーを実践し  みんなに豊かな人生を 

 
 みなさま、こんばんは、今月は米山月間でござ
います。ご寄付のご協力お願いいたします。 
 クラブ目標は普通寄付6000円、それ以外に特別
寄付としてこの米山月間に14000円以上のご寄付を
頂けたら幸いです。 
 来週も寄付をお待ちしております。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 第２回堺フェニックス勉強会 
                
 本日、勉強会を開催いたします。講師は米山記
念奨学生の皆様です。米山記念奨学事業について 
理解を深めて頂きたいと思います。参加される方
は一人一人が何かを持ち寄ってバーベキューを予 
定しておりますので、ご準備下さい。 



    RLI DL 小野晃範会員 

 皆さんこんばんは。今月はロータリーリー職業奉 
仕月間です。みなさんとご一緒にロータリーの職業 
奉仕について考えてみたいと思います。 
只今、会長の時間でお話しされたように中井会長は
昨年度ＲＩ会長から「RI職業奉リーダーシップ賞」
を受賞され今年度は職業奉仕に力を傾注されておら 
れます。 
 
 昨年１２月にロータリーＲＬＩパートⅡがあり、
皆さんもご参加され、また多くの会員がディスカッ
ション・リーダーになられました。私は中井先生と
一緒に「職業奉仕の理念と実践」という難しいテー
マでリーダーとして勉強をさせていただきました。 
その折の知識を生かして今日はミニＲＬＩ形式で卓 
話を進めたいと思います。 
 ＲＬＩの目的はご存知のように皆さんが自らの考
えを発表することを通してロータリーの知識を身に
着け、ロータリアンのモチベーションを高めること 
にあります。 
 今日は皆さんが主役になって自分の職業について
気軽に話しながらロータリーの職業奉仕とは何かを 
少しでも学んでいただければ幸いです。 
 
―ロータリーの職業奉仕について 
           簡単に説明いたします。― 
（１）ＲＩのプログラムには５大奉仕部門が掲げら
れています。（手続き要覧Ｐ１03 ） 
 クラブ奉仕・社会奉仕・国際奉仕・新世代奉仕・
職業奉仕の５部門です。中でも職業奉仕部門はたと
えるならば大きな樹の幹に当たり、その他の奉仕は
その枝にあたるといわれ、更にはロータリーその発
祥の当初から職業奉仕はロータリーの金看板だと言
われてきました。そして「職業によって奉仕する」
というテーマを掲げている奉仕団体は世界に数多在
る団体の中で唯一ロータリーだけであることを誇り
にしてきました。 

 
（２）職業奉仕の理念は、どこに記されているで 
しょうか。 
 私たちが毎月初めに唱和しているロータリーの綱
領:手続要覧Ｐ179 第４条  第２項に明記されて 
います。 
また職業奉仕に関する声明（Ｐ109）にも詳しく書か
れていますが、その精神は｢あらゆる職業において最
も高度な道徳的水準を守り、推進すること｣ の一行 
に要約されます。 
 
（３）職業奉仕は何故分かりにくいと言われてきた
のでしょうか。 
「職業」は自分がこの世で生存してゆくための手段
であり、一方「奉仕」とは自己を犠牲にして他者を
益することなので、「職業奉仕」はこの互いに矛盾
する二つの言葉をつなげた造語であることが分かり
にくい理由だと言われてきました。しかし、ロータ
リーの原典においては職業奉仕は英語でVocational 
Serviceと記されておりvocationは天職という意味が
こめられ、またserviceの意味は、相手の幸福や関心
を促進させる、欲しい物や良い物を与え満足させる、
要求するものを提供するなど（辞書セウエブス 
ター・ンチュリーより）です。 
したがって英語圏のロータリアンは職業奉仕を当然 
のこととして捉えています。 
 
（４）職業奉仕はアーサー・フレデリック・シェル
ドン（1868～1935）を抜きにして考えることはでき 
ない。 
 奉仕の概念はシュエルドンによって初めてロータ
リーに導入され、彼の作ったテーマHe profits most 
who serves best.(最もよく奉仕するものは最も多く
報いられる)はロータリーの第二標語に制定された。 
更にシェルドンはロータリーの職業奉仕の理念の基
礎を構築してロータリーの発展に大きく貢献しまし 
た。（決議23-34参照） 
 シェルドンは合理的な方法で事業の経営を実践す
ることが職業奉仕（vocational service）であると
しています。Serviceの言葉の示す内容を施し、ハー
バート・テーラーの提唱した4っのテスト(1932)を実
践して顧客を増やせば事業は必ず発展し利潤は増え
る。この際に生じる利潤とは善行の結果なのであり、
職業倫理は事業の成功に伴い自ずと備わってくるの 
です。 
（著書：シェルドンの森・経営学（Ⅰ､Ⅱ､Ⅲ）・奉 
仕の原則と保全の法則） 



 
― ディスカッションタイム ― 
 
 最近新しく当クラブにご入会された会員7名のうち 
5名がご出席されておられました。 
 上好・山本・猿田・仲峯・吉住、各会員に夫々の
職業を簡単にご紹介していただき、皆さんの職業の
現場からロータリーの職業奉仕についての感想を述 
べて頂きました。 
 一人3~4分のスピーチでしたが、拝聴していて奉仕
の意味をそれぞれの立場で見事に消化されておられ、
日本人は職業倫理のコンセンサスを既に持っておら 
れることを強く感じました。 
 またメークアップにご出席の塩路良一（ＲＬＩの
メンター）が台湾では職業奉仕を「日々為すべきこ
とを誠意を以て継続して行ってゆくこと」としてい 
るとお話していただきました。 
 最後に米田会員（ＲＩ規定審議会代表議員）に世
界的視野から、現在職業奉仕の考え方が大きく変化
しつつあることを解説していただいき、非常に有益
な卓話を終えることができたと思っています。皆さ

ん 
のご協力まことに有難うございました。 
 
 

御坊ロータリークラブ 塩路 良一様 

地区情報規定委員として地区大会を控え勉強する目 

的で本日まいりました。バーベキューのためではあ 

りませんので…お世話になります。 

 

中井 昭宏 会長 

本日、小野先生RLI形式での職業奉仕の卓話よろし 

くお願いします。 

塩じーようこそ堺フェニックスへ、また、いっしょ 

に勉強会しましょう。 

 

中井 崇嗣 会長エレクト 

塩路様ようこそ堺フェニックスへ。小野先生卓話よ 

ろしくお願いします。 

米田様、勉強会のご準備ありがとうございます。ご
参加頂ける皆様もご協力ありがとうございます。 

内藤さんお誕生日おめでとうございます。 

 

河野 強 会員 

先週の土曜日に大阪府警察本部 本部長から「防犯 

功労者」として選ばれ、授賞式に行ってまいりまし 

た。30代で選ばれる事は非常に珍しいようです。こ 

の賞に恥じないように今後も地域の企業として社会 

にお役にたてるように頑張ります。 

 

にこにこ報告 

猿田 慎男 会員 

明日10月11日より、じばしんで「大阪刀剣まつり」 

を行っていますのでよろしく。10月13日（日）まで 

行っています。 

 

山本 加容子 会員 

塩路様ようこそお越し下さいました。ありがとうご 

ざいます。小野先生の卓話楽しみにしています。 

 

松田 香純 幹事 

塩路様ようこそ堺フェニックスへお越しくださいま 

した。さき程はごちそうさまでした。 

小野会員卓話楽しみです。 

内藤さんHappy Birthday! 

 

 

在籍者   ３３名 出席者   ２３名 

出席計算会員３２名  欠席者    ９名 

出席免除会員 １名 
（小林） 

免除出席者  ０名 

先々週修正出席率 
     ７７．４２％ 

出席率 
    ７１．８６％ 

欠席報告（10月10日） 

出席報告 

中田 聡 仕事のため Make-up済 

山田 真樹 診療のため 

田辺 弘樹 仕事のため 

田中 範子 仕事のため 

金谷 昌信 仕事のため 

濱田 由美 仕事のため 

仁木 順子 仕事のため 

京谷 知明 

吉川 美幸 



本年度第2回目の堺フェニックスロータリークラブ勉
強会を開催しました。 
 
  クラブ研修リーダー  中井 崇嗣 
  
 米山月間という事で、米山記念奨学生との勉強会
を通じて米山を学びクラブ会員と奨学生の交流を目
的として行われました。 
 参加してくださった奨学生は5人で、ベトナム出身
のレバーさん、モンゴル出身のハリューマさん、と
中国出身の瀋さん、卒業生の呉さん、カスムさん御
家族（堺フェニックスで世話クラブをさせて頂いた
卒業生）、そして現在堺フェニックスを世話クラブ
として活動されている周さんです。女性3人と男性3
人の奨学生が参加してくださり、地区情報規定委員
長の塩路様含め27名を超える参加者でバーベキュー
を楽しみました。サザエ 寿司 海老カクテル 
ビーフ ポーク 秋刀魚 松茸 げそ いか ピザ 
ケーキ シュクリーム きのこ コーン マスカッ
ト 日本酒・久保田万寿 お腹がいっぱいになりま
した。 
 
 奨学生の皆様がどの様な勉強をしたくて日本にこら
れたのか、どの様な生活をされているのか、卒業生
が現在どの様な生活をしているのか、この勉強会を
通じていろいろお話する事ができました。卒業生の
呉さんは現在大阪にある企業に勤めておられます。
数年後中国にオフィスができる時にこの会社の中国
支社長などになっておられるのかも。 
 
 今後もロータリーの月間にちなんだ勉強をしつつ交
流を深めていけるような勉強会になればと思います。
残念ながら今回ご参加頂けなかった皆様も次回以降
ご参加頂ける事を願っております。 
よろしくお願い致します。 

 
今年度、第２回勉強会に参加された皆様の氏名 
（皆勤賞 100％出席を狙ってください） 
 
石田 得子  片木 修   片岡富美子  
松田 香純  中井 崇嗣  中野 一郎  
中井 昭宏  仲峯 豊   内藤絵梨奈  
仁木 順子  岡田 正一  砂原 孝史   
上田 俊夫  上好まゆみ  山本加容子   
米田眞理子  吉住 哲洋  塩路 良一 
酒井 誠   米山奨学生  米山学友７名 


