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ロータリー：変化をもたらす
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＜本日のプログラム＞ Today’s Program
点鐘
＜ロータリーソング＞

前回 第 688 回例会 2017 年 10 月 3 日（火曜日)記録
＜ロータリーソング＞
＜出席報告＞
19 名
員総数
出 席 者 14 名

「君が代」
「奉仕の理想」

出席率

.00 ％

前々回補正出席率

74.00

％
ハンバーグセット

＜会長挨拶＞

愛知長久手ロータリークラブ
会 長 青山 和成

皆さんこんにちは、まずは先日９月１２日のガバナー公式訪問、大変お疲れ様でした。皆さんの協力のお陰で
何とか無事に終了する事が出来、私も結構、いっぱいいっぱいでしたが終わってホットしております。あれから
次の日と、その次の日ゴルフでホットしたのかコンペで１つは優勝で１つは準優勝することが出来ました。あと
９月２６日の職場例会では丹羽さんのご紹介で名古屋画像診断クリニックを見学させて頂き素晴らしい施設を
拝見させて頂き良い職場見学をさせて頂く事が出来ました。ありがとうございました。その後の懇親会でも大い
に盛り上がって楽しく過ごせ更に二次会まで行き懇親が深められたと思います。お疲れ様でした。あの名古屋画
像診断クリニックで見学させて頂く際に司会をされていた方と最後にお話しさせて頂いてましたら私が過去、３
１・３２くらいの時に精巣癌で隣りのがんセンターに通ってましたとお話ししたら司会の方も私も同じですと固
い握手を交わし凄く親しく感じました。それでは今日も、これだけは知っておきたい「ロータリーの基礎」の１
０ページから１２ページを読みたいと思います。

職業奉仕
職業奉仕とは
奉仕の第二部門である職業奉仕の目的は、事業及び専門職務の道徳的水準を高め、あらゆる有用な業務は尊重
されるべきであるという認識を深め、あらゆる職業に携わる中で、奉仕の理念をいかしていくことといわれてお
ります。
ロータリーが発足して間もなく、アーサー・フレデリック・シェルドンが提唱した“He Profits most who serves
best”「最もよく奉仕する者、最も多く報われる」というモットーのもと、ロータリアン一人ひとりの責任とし
て、各々のロータリアンが各自の職場で個人的な貢献を行ってきました。一時、決議 23－24 に見られるように、
職業奉仕、社会奉仕に関する論争がおこり、ロータリー分裂の危機を迎えたこともありましたが、職業奉仕はロ
ータリーの金看板として、ことに日本のロータリアンに信奉されてきました。
職業奉仕の新方針
長い間、開催されなかった RI 職業奉仕委員会が 40 年ぶりに 1987 年に開催され、1987－88 年度 RI 理事会は
「職業奉仕は会員個人とクラブ双方の責任である」という「職業奉仕の新方針」を発表しました。
クラブの役割は、たびたび職業奉仕を実践してみせることによって、また、クラブ自身の行動に職業奉仕を生
かすことによって、模範となる実例を示すことによって、さらに、クラブ会員が自己の職業上の手腕を発揮でき
るようなプロジェクトを開発することによって、目標の実践、奨励することである。とされています。
１．職業情報
職業奉仕を始めるには、まずクラブとして会員の職業奉仕に対する理解を深めてさせることが必要である。
・職業分類談話・会員の事業所見学・グループ討議
２．職業活動表彰
職業上の美徳を奨励し、高度な道徳的水準の実践に導く上で重要かつ効果的方法。
３．就職相談
主として青少年の就職に力を貸し、雇用につとめる。
４．職業指導
地域社会内に雇用の機会を増やし、
「四のテスト」の適応、推進をはかる。
５．ロータリー趣味、職業別親睦活動
1993 年、国際職業連絡グループと世界親睦活動が合併して形成された。
６．その他
空席の職業分類に会員を入会させる会員増加活動などがある。
職業奉仕の課題
会員の減少によってすべての奉仕団体は存亡の危機に立たされています。それを打開するためには、ロータリ
ーの固有の奉仕理念は変えてはなりません。ロータリーが他の奉仕団体と本質的に違う点は、職業奉仕の概念を
持っていることです。職業奉仕の理念を捨て去って、ボランティア組織に移行することの愚かさを自覚しなけれ
ばなりません。今からボランティア組織の看板ンを塗り替えたところで、数ある先発ボランティア組織の影に埋
没してしまうことは必至です。
ロータリークラブ、ことに日本のロータリークラブをあくまで職業奉仕の団体として、守り育てていく事が大
切です。職業奉仕はあくまで、個人奉仕であるという原則を貫いていくべきでありましょう。
職業奉仕とロータリーの行動模範
ロータリークラブは、会員が水替えらの職業を正しく行い、業界全体の倫理的水準を向上させ、ひいては地域
社会の発展を成し遂げようという、職業を通して奉仕「職業奉仕」を行うことが、他の奉仕団体にはない特徴で
す。
職業奉仕に関する声明
職業奉仕とは、あらゆる職業に携わる中で、奉仕の理念を生かしていくことをロータリーが育成、支援する方
法である。職業奉仕の理念に本来求められているものは次のものである。
１）あらゆる職業において最も高度の道徳的水準を守り、推進すること。その中には、雇主、従業員、同僚
への誠実さ、忠実さ、また、この人たちや同業者、一般の人々、職業上の知己すべての公正な取り扱い
も含まれる。
２）自己の職業またはロータリアンの携わる職業のみならず、あらゆる有用な職業の社会に対する価値を認
めること。
３）自己の職業上の手腕を社会の問題やニーズに役立てること。

職業奉仕は、ロータリークラブとクラブ会員両方の責務である。クラブの役割は、模範となる実例を示すことに
よって、また、クラブ会員の自己の職業上の手腕を発揮できるようなプロジェクトを開発することによって、目
標を実践、奨励することである。クラブ会員の役割は、ロータリーの原則に沿って自らと自分の職業を律し、併
せてクラブ・プロジェクトに応えることができる。
2011 年 9 月、RI 理事会は、地域社会のリーダー、退職した人、現在専門職や仕事に従事していない人が含ま
れている、現在のロータリークラブの会員に関する規定の変更に注目し、ロータリーブランドを強化するために
1989 年制定された「ロータリアンの職業宣言」を修正して、次の「ロータリー行動規範」を創設しました。

ロータリーの行動規範
ロータリアンとして、私は以下のように行動する。
１）すべての行動と活動において、高潔性と言う中核的価値観の模範を示すこと。
２）職業の経験と才能をロータリーでの奉仕に生かすこと。
３）高い倫理基準を奨励し、助長しながら、個人的活動および事業と専門職における活動のすべてを倫理的
に行うこと。
４）他者との取引のすべてにおいて公正に努め、同じ人間としての尊重の念を持って接すること。
５）社会に役立つすべての仕事に対する認識と敬意の念を推進すること。
６）若い人々に機会を開き、他者の特別にニーズに応え、地域社会の生活の質を高めるために、自らの職業
的才能を捧げること。
７）ロータリーおよびロータリアンから託される信頼を大切にし、ロータリーやロータリアンの評判を落と
したり、不利になるようなことはしないこと。
８）事業または専門職上の関係において、普通には得られないような便宜ないしは特典を同輩ロータリアン
に求めないこと。
四つのテスト
職業人としてのロータリアンの心構えを、ロータリーの倫理基準から具体的に記述したものが「ロータリー倫
理訓」だとすれば、それをロータリアンのみならず一般の職業人にも理解できるように、簡潔かつ的確にまと
めたものが「四つのテスト」です。
ハーバード・テーラーは、倒産に瀕したクラブ・アルミニウム者の社長に就任し正しい営業活動を行えば必
ず会社が再建できると考え、
「四つのテスト」を示しました。同社の業績は改善を続け、5 年後には借金は完済、
15 年度には株主に多額の配当金を分配するまでになりました。
1954 年、彼は RI 会長に就任したとき、その版権がロータリーに譲渡されました。四つのテストは世界各国
の言葉で翻訳され、広く活用されています。

＜委員会報告＞

【祝

福】

9 月 2 日 大月涼子
10 月 5 日
10 月 30 日

大島昭夫
日野典子

■ニコボックス委員会■
・神谷委員の補助で伺いました。よろしくお願い致します。

地区米山記念奨学副委員長 青山 稔

・大きい青山稔さんようこそお越し頂きました。米山の卓話宜しく御願い致します。大月さん

青山 和成

大島さん、日野さんお誕生日おめでとうございます。本日も宜しく御願い致します。
・大月さん、大島さん、日野さんお誕生日おめでとうございます。青山稔様米山卓話よろしく

中川 清子

お願いします。
・先日の職場例会ご協力ありがとうございました。本日も宜しくお願いします。

丹羽 司一

・米山副委員長青山様ようこそ。大月さん、大島さん、日野さんお誕生日おめでとうございます。 伊藤 広治
・瀬戸 RC 青山様卓話よろしくお願いします。お誕生日お祝いありがとうございます。

日野 典子

・青山稔さんようこそおいで下さいました。よろしくお願いします。10 月誕生日を迎えました。 大島 昭夫
当年とって 61 歳になりました。
・青山稔さんようこそおいでいただきありがとうございます。大島さん、日野さん、大月さん

山田 文明

お誕生日おめでとうございます。
・青山様の卓話楽しみにしています。本日もよろしくお願いします。

吉田 濱一

・大月さん、大島さん、日野さん誕生日おめでとうございます。青山さん卓話よろしくお願い

林

正俊

します。
・地区米山記念奨学委員会副委員長青山稔様、本日は卓話宜しくお願いします。大月さん、

奥野 悦弥

大島さん、日野さん誕生日おめでとうございます。
・本日もどうぞ宜しくお願いします。

伊藤

・本日は米山宜しくお願いします。

神谷 恵理

・お誕生日をお祝い頂きありがとうございます。54 歳になりました。

大月 涼子

・本日もよろしくお願い致します。
“ ラべリング

褒めてあげる

真

小谷 恒夫
良い連鎖

君に出会えて

素敵な日々 ”

＜幹事報告＞

① 本日例会終了後、第４回理事役員会が行われます。理事役員の方は例会終了後お集まりください。
② 次週例会は同週振替休会になります。次回例会は 10/14(土)ＷＦＦ 場所は久屋大通公園Ｃゾーン、
時間は集合１２：２０、例会は１２：３０からとなります。よろしくお願いいたします。
③ 10/24(火)例会は、大原様の外部卓話になります。皆様ご出席いただきますようお願いいたします。
④ 昨日メール・ＦＡＸにて送らせていただきました「東尾張分区ＩＭ」ご出欠連絡の件、10/6(金)までとなっておりま
す。まだご連絡をされていない方につきましては、早急にご出欠のご連絡をお願いいたします。
＜米山奨学生レポート＞
テーマ：これまでの奨学生の生活で得たものや、日本留学の成果などについて
【個人展覧会の開催】
学生の身分での個人展覧会の経験はこれからの創作活動をするにあたって重要な経験になると思った。
私はロダンの｢地獄門｣を見たきっかけで彫刻をやり始めた。
｢地獄門｣は横幅 4m、縦 6m の巨大な彫刻作品である。当時の作品を見たときの感動は忘れられない。
そのきっかけで私は巨大な作品を作りたいと思い、愛知県立芸術大学大学院に入学してから構想したイメージを
具現化するための研究を行って大きいサイズの作品を制作してきた。
大きい作品を作るにあったて経済的に困っていた。大学院 1 年生の終り頃、指導先生である竹内孝和先生から米
山ロータリー奨学会を知ることになり、学校の推薦で書類審査を通し面接を受け 2017 年 4 月からロータリー奨
学生になった。

奨学生になって大学 1 年のときから企画した個人展覧会を 2017 年の 5 月から進め、3 ヶ月にわたる制作期間
で 2017 年 7 月 25 日から 7 月 30 日まで市民ギャラリー矢田で成功に個人展覧会を終えた。
芸術、芸術家、芸術作品を社会に存在させるためのプロセスを身につける大事な経験だった。ロータリー奨学生
であったからこそ可能な初めての個人展覧会だった。
ロータリー奨学会の皆さん、学校の先生や学生、日本で知り合った友達、一般の市民たちが来場し、作品につい
てのいろんな意見や応援の言葉を聴くことができた。展示会場は私と日本の人々との交流の場になり、これから
も作品を作っていきながらいろんな人々との交流ができる場を広げて行きたい。
日本の美術館巡回
三重県美術館 テオ･ヤンセン展, 豊田市美術館 奈良美智展, 国立新美術館 ジャコメッティ展, 埼玉県立近代美
術館 遠藤利克展, 横浜トリエンナーレ 横浜美術館, DIC 川
村記念美術館 コレクション展, 東京オペラシティアートギャラリー 荒木経惟「写狂老人 A」個人展, ケンジ･タ
キ･ギャラリー 森北伸個展, 銀座のアートギャラリー巡回

11 月 4 日(土)

11 月 12 日（日）

東尾張分区 IM

長久手市民祭り

(名鉄犬山ホテル)

（長久手市役所）

11 月 18･19 日

地区大会

（ナゴヤウェスティンナゴヤ）

11 月 26 日(火)

財団卓話

(トヨタ博物館)

