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出
席
報
告 

ゲスト 0名 ビジター 1名 会員 24名 

欠席 1(免除者 1)名 出席率 100.00％ 

前回の修正出席率 92.00％ 前々回の修正出席率 92.00％ 

 

 

会 長 挨 拶 幹 事 報 告 

会 長 山本 明峰  

幹 事 石倉 幸久 

第 ２４６６回 例会 
平成２４年１０月２６日（金） 
天候 晴れ 
合唱 奉仕の理想 
   四つのテスト 

地区大会での表彰 
 出席率優秀クラブ(第２位) 全員でスマイル 

長寿会員 府川 清君 
地区職業奉仕委員長（秦野ＲＣ）見澤裕喜様 

ふつつかな卓話ですが今日一日宜しく 
お願いします。 

 

国際ロータリー日本事務局 
1．財団室ＮＥＷＳ１０月号 

新補助金制度（未来の夢）への移行、財団プロ 
グラムへの参加、寄付増進のためにお役立て 
いただければ幸いです。 

ガバナー 
1．第 2780地区第二回「輝く女性の集い」のご案内 

日時：11月 28日(水)11：30～15：30 
 会場：鎌倉パークホテル 
 内容：①受付終了後会場にて昼食 
    ②基調講演 講師：山崎直子氏 
    ③流会 講演後、各ﾃｰﾌﾞﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ 
 会費：会員 5,000 円 ｹﾞｽﾄ 3,000円 
 対象者：会長または会員増強委員 
          回答期限：11月 9日(金) 

追伸 参加対象者を会長・会員増強委員長・女性 
会員と明記しておりますが、広く内外に 
ロータリークラブを理解していただき、惹い 
ては会員増強や会員維持へと繋げて行くこと 
を目的と致しております。是非とも全会員へ 
の配布をお願いいたします。 

2．１１月のロータリーレート １ドル８０円 
連絡事項 
1．ｶﾞﾊﾞﾅｰより地区大会のお礼状が届きました。 
2．11月の例会は、２日通常例会、９日通常例会、 

１６日通常例会、２３日祝日休会、３０日通常 
例会となります。 

「職業奉仕」 
 今月 10月は職業奉仕月間となっておりますが、 
私のような仏門にあるものにとって職業奉仕をど 
う捉えるかというのは、中々一筋縄ではいかず、 
ここは少し視点を変えて、宗教家に必須となる資 
質とはなんだろうか考えてみようという訳ですが、 
宗教といっても千差万別ですから、ここは仏教者 
に限定として、先ず必要なことは「変わり者」で 
あることだろうと思うんです。と言いますのも、 
仏教は出家主義を採るわけですから、どこか世間 
の価値観との折り合いの悪さがなければそもそも 
始まらないということです。しかしながら当然こ 
れはきっかけに過ぎないのであって、全く十分で 
はない。やはり、道元さんが仰られた様に、「お 
のれいまだわたらざるさきに一切衆生をわたさん 
と発願しいとなむ」菩提心を起こしてこそ、仏教 
者の仏教者たる所以ではなかろうかということで 
す。禅師のいうわたるとは、彼岸に渡る、世間に 
あっては「救い」と言い換えても良いのかと思う 
んですが、自らを差し置いて他者を助ける、これ 
はもちろん中々出来ることではありません。 
 この世は所詮競争原理で動いているのだという 
見方をすると、よくそこで引き合いに出されるの 
が、数億の精子が５～６ｍもの精巣上体管を通っ 
て先陣争いを繰り広げる。そもヒトはそうやって 
生まれてくるのだという理屈です。ところがよく 
精子の動きを観察してみると、どうも全部が全部、 
先を争っている訳ではなく、他が進みやすいよう 
にアシストに徹しているとしか見えないような役 
割の精子もあるのだそうです。話の落ちが見えて 
しまったでしょうが、この本来ならアシスト役の 
精子がたまたま先頭に押し出されて、そのまま卵 
子に向かってまっしぐら・・・。世の宗教的天才 
達の資質は実はこんな風に生まれながらに・・・ 
いい加減にしておきましょう。 

スマイルＢＯＸ 

事務所 神奈川県足柄下郡湯河原町宮上 566湯河原温泉観光協会内 
TEL 0465(64)1234 FAX 0465(63)1716 

例会場 静岡県熱海市泉 107 ニューウェルシティ湯河原 
TEL 0465(63)3721 FAX 0465(63)6401 

例会日 毎週金曜日  １２：３０～１３：３０ 
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７．ロータリーの綱領 
ロータリーの綱領は、有益な事業の基礎として奉仕
の理想を鼓吸育成することにある。 
・第１ 
・第２ 事業及び専門職務の道徳的水準を高めるこ
と。あらゆる有用な業務は尊重されるべきでである
と言う認識を深めること。そしてロータリアン各自
が業務を通じて社会に奉仕するためにその業務を
品位あらしめること。 
･第３ 
･第４ 
８．二つのモットー（標語） 
・1911年第 2回全国大会（ﾎﾟｰﾄﾗﾝﾄﾞ）において、ﾍﾟ
ﾝｼｬﾐﾝ･ﾌﾗﾝｸﾘﾝ･ｺﾘﾝｽﾞ（ﾐﾈｱﾎﾟﾘｽ RC）が「超我の奉仕」
に関するｽﾋﾟｰﾁを行う。 
・同大会においてｱｰｻｰ･ﾌﾚﾃﾞﾘｯｸ･ｼｪﾙﾄﾞﾝ(ｼｶｺﾞ RC)の
「最もよく奉仕する者」、最も多く報われる」が｢ロ
ータリー宣言｣の結語として採択された。以後、２
つの標語はロータリー・モットーとして親しまれ、
頻繁に使用された。 
・1950年デトロイト大会で正式採用 
９．決議 23-34 (1923年に採択された決議) 
第 1条 
ロータリーは、基本的には一つの人生哲学であり、
それは利己的な欲求と義務及びこれに伴う他人の
ために奉仕したいという感情との間に常に存在す
る矛盾を和らげようとするものである。この哲学は
『超我の奉仕』の哲学であり、これは『最もよく奉
仕する者、最も多く報いられる』という実践的な倫
理原則に基づくものである。 
１０．四つのテスト 
ﾊｰﾊﾞｰﾄ･ﾃｲﾗｰ（ｼｶｺﾞ RC）により創作された倒産の危
機にあった会社を救済する方法として非常に効果
的な方法であることが分かり、1943 年に採用され
た。 
1954年に RIに著作権を無償で譲渡された。 
・１．真実かどうか   真実をありのままに 
・２．みんなに公平か  基準をきめオープンに 
・３．行為と友情を深めるか 信頼関係を築くに 
・４． みんなのためになるかどうか  従業員、 

取引先、顧客に対し 
１１．道徳律 
・1915年ｻﾝﾌﾗﾝｼｽｺ大会にて採択 後日、内容の厳し
さと、表現方法が宗教的であるとする批判が続出し
た。 
特に、第 6条の「もし疑わしき際には厳格な意味の
責任義務を超えて一層のｻｰﾋﾞｽを行うこと」を厳密
に解釈すれば、販売した商品については永久に責任
を取らなくてはならず、現実の問題として実行不可
能という意見が出された。 
・1931年道徳律の配布禁止 
・1951年手続要覧から削除 
・1980年規定審議会で道徳律の廃止を決定 
１２．職業宣言 
・2010年手続き要覧第７章職業奉仕 ﾛｰﾀﾘｱﾝの職業
宣言 
･1987 年｢職業奉仕に関する声明｣を発表 決議
23-24 で採択された「会員個人の力を発揮させるの
がロータリーの真の精神にかなっており、クラブと
しての活動は会員の訓練のためのもの」から「職業
奉仕はクラブと会員両方の責務である」に変った。 
・1989年「道徳律」に代わるものとして「職業宣言」
を採択する決議 

卓 話 
職業奉仕卓話 

    職業奉仕委員長 秦野 RC 見澤裕喜君 
１．職業奉仕とは 
今日の職業奉仕についてのパワーポイントは本年
の副委員長に作ってもらったものを使わせてもら
って、教えるのではなく、一緒に確認をしたいと思
います。 
２．職業奉仕が難しい訳は？ 
・明確な答えがない。 
 入り口が多く又、記録も多くなって最良のものが
理解出来ない。 
・職業奉仕はロータリーの根幹（時代の変化） 
・ロータリーの歴史を確認しなければ前に進めない 
・理念とか理論という哲学 
・高い倫理水準とは？ 
（解説） 
職業奉仕を理解するには、様々なキーワードがあ
り、それが混乱の一因になっている。 
自分の職業の現実に対し、高い倫理水準を当てはめ
る事は、時間・空間を超越した問題かもしれない。 
 この難題に関しては｢奉仕こそわがつとめ｣（パー
シー・ホジソン編 1949～1950RI 会長）の中に、永
年職業奉仕を立派に実践しているにも拘わらず、職
業奉仕を知りたがっている商人に対し、あなたが現
にやっている事が、職業奉仕だと言われて、びっく
りする商人の話を例に出し、難しいと嘆く職業奉仕
の｢実践とはこのような事｣だとする話が出てくる。
この話は多くの方々が知っていると思う。このよう
に職業奉仕を難しく理解せずとも、知らずしてここ
におられる方々は立派に職業奉仕をやっているの
です。 
３．根幹 
・法の根幹⇒日本国憲法(1945 年) 
 不変⇒戦争の放棄・両院制・天皇制 
・職業奉仕はロータリーの根幹 
 時代の変化⇒1905年から 100年余に理論・理念が
加えられた。  
組織の変化(例)一業種 1会員⇒一業種 5会員 
４．職業奉仕活動のキーワード 
・歴史的背景・ロータリーの綱領･二つのモットー・
決議 23-34・四つのテスト・他に道徳律の制定 
 職業宣言などなど 
５．歴史的背景 
・1905 年 2月 23日 シカゴ RC 創立  
 シカゴ RCの最初の定款 
 １．クラブ会員の事業上の利益の増大 
 ２．通常社交クラブに付随する親睦およびその他 

の特に必要と思われる事項の推進 
 ３．シカゴ市の最大の利益を推進し、シカゴ市民 

登しての誇りと忠誠心を市民の間に広める 
（年内に付け加えられた項目） 

６．ロータリー年表 
・1908 年職業奉仕理念が生まれる 
・1911 年二つの標語を採択 
・1916 年「ロータリー通解」が出版される 
・1923 年決議「23-34」が採択される 
・1927 年｢職業奉仕｣の名称が与えられる 
・1932 年四つのテストが作られる 
・1950 年２つの標語が公式標語に決定 


