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会 長 挨 拶 

幹 事 報 告 

会 長 神谷 一博  

幹 事 深澤 昌光 

第 ２５６０回 例会 
平成２６年１１月７日（金） 
天候 晴れ 
合唱 君が代 

我らの生業 
四つのテスト 

 本日は、秦野ロータリークラブ所属、杉本榮次地区職業奉

仕委員長に、後ほど卓話を頂戴したいと思います。 

さて、先程の理事会で深澤幹事より「来年度は湯河原町合

併７０周年の年になります。その機会にロータリーの地区補

助金を活用して、桜の記念植樹をしたい。」との提案がありま

した。この桜は、京都醍醐寺にある桜で、クローン技術によ

り再生された非常に貴重な桜とのことです。湯河原町と共同

歩調し、入手の算段をこれから行うとのことでした。湯河原

の名物になると良いと思います。 

地区会員退会防止セミナーが 11 月 5日（水）に開催され、

石田会員増強委員長と出席しましたが、石田会員が本日欠席

の為、次週発表していただきたいと思っています。 

他にメールにて配信された「ロータリークラブ会員様向け

調査資料」を回覧しますので、目を通して下さい。ロータリ

ーを取り巻く現状の把握ができると思います。何はともあれ

会員増強が全ての施策のベースとなるので、皆様には引き続

き新会員の勧誘をお願いいたします。 

また、アレクセイ君は昨日から県立小田原総合ビジネス高

等学校に登校し始めました。次週の 14 日の例会に出席します

ので、ロシアからの親善大使との位置付けなので歓迎してく

ださい。 

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 

3．ロータリー財団の年次寄付、ポリオ･プラス寄付、 

恒久基金寄付推進のお願い 

①財団寄付 １人２００ドル以上 

②ポリオ・プラス寄付 １人４０ドル以上 

③べネファクター １クラブ１人以上 

（50人当たり 1 人） 

4．地区/グローバル補助金提案書・申請書 提出に 

ついてのオリエンテーション 

 日時：11月 17日（月）15 時～18 時 

 場所：第一相澤ビル６階「会議室」 

回答期限：１１月１０日（月） 

小田原北ロータリークラブより 

1．IM 合同例会の「ご招待者及び新会員・物故者名簿 

ご提出のお願い」 

回答期限：１月１０日（金） 

連絡事項 なし 

ガバナーより 

1．RI 会長ゲイリーC.K.ホァンご夫妻をお迎えして 

「ジャパン・ロータリーデーⅡin東京」開催の 

ご案内 

 日時：２月４日（水）13時～19時 30 分 

場所：ホテルグランパシフィック 

 登録料：一人１７，０００円 

登録締め切り：１２月１０日（水） 

2．１１月のロータリーレート １ドル１０６円 

会員誕生日 常盤章夫君（１１／１０） 

   望月博文君（１１／１３） 

結婚記念日 小松雄成君（１０／２１） 

   望月博文君（１１／１２） 

地区職業奉仕委員長 杉本榮次君 

地区職業奉仕委員会の命により職業奉仕月間の 

卓話のため湯河原ＲＣを訪問させていただきまし 

た。本日はよろしくお願いします。 

山本明峰君 杉本榮次様、今日は職業奉仕の卓話宜しく 

お願いいたします。 

神谷一博君・深澤昌光君・渡辺久恭君 

１０／２６「エンドポリオナウ」キャンペーン無事 

に終了いたしました。 

皆様ご協力ありがとうございました。 

望月博文君・石川雅雄君・石川博君・小松雄成君 

・常盤章夫君 

１０／２６ポリオキャンペーンを欠席しました。 
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席
報
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ゲスト 0名 ビジター 1名 会員 24名 

欠席 5(免除者 1名) 出席率 82.61％ 

前回の修正出席率 91.67％ 前々回の修正出席率 95.83％ 

事前メークアップ 3名 

 

浅田真隆君 組合の旅行で沖縄に行ってきました。 

旅先で高知尾さんに会いビックリしました。 

室伏学君 １０／２６ふれあい広場産業祭を開催 

しました。 

卓 話 

職業奉仕を正しく理解するために 

第 2780地区職業奉仕委員長（秦野ＲＣ） 杉本榮次君 

１．先ず、国際ロータリー ゲイリー C. K. ホァン会長およ

び第 2780地区 渡辺治夫ガバナーの方針の詳細は「2014 年地

区研修・協議会報告書」に掲載されていますので参照して下

さい。2014年地区研修・協議会報告書の編集内容が充実して

おり、特に部門別研修・協議会（13部門）は、地区研修・協

議会に参加されなかった会員には勿論のこと、当日参加でき

なかった他部門の内容も把握できますので大いに参考になり

ます。 

２．地区職業奉仕委員会のメンバーの中には各クラブの会長

経験者が多数おられ、委員会は月 1 回のペースで開催されま

すので、各委員は各グループからの代表委員であるとの自覚

を持って、皆出席（最低 60％以上）を目標に委員の委嘱を受

けて頂きたいです。 

３．9月 14 日（日）、ガバナー事務所 6階会議室に約 70 名の

会員が参加して地区職業奉仕セミナーが開催されました。 

第 1部は講師として、地区研修委員 脇 洋一郎氏（茅ヶ崎

湘南ＲＣ）をお招きし、「ロータリーの目的について」同氏の

職業奉仕に対する豊富な経験と知識をベースに下記の様な内

容について、約 1時間の講演をして頂きました。 

①1906年シカゴロータリー・クラブ定款、1915年国際ロータ 

リークラブ連合会サンフランシスコ大会でのロータリー 

クラブ綱領とロータリー倫理訓、ロータリーのモットー 

など初期ロータリーの歴史について 

②2010年手続要覧の「ロータリーの綱領」から 2013年手続 

要覧の「ロータリーの目的」に日本語訳が変更された内容 

について 

③2014年 1月、ＲＩ理事会が職業奉仕に関する下記の２案件 

を決定した最新情報について。 

・当地区からＲＩ規定審議会に提案した内容、すなわち、 

「ロータリーの目的の第 2項を職業奉仕の指針として 

奨励する」案件。 

・「ロータリーの行動規範」が 8項目から 5項目に簡素化 

された案件。 

４．第 2 部は、職業奉仕委員長が司会・進行役を務め、「職業

奉仕を正しく理解するために」と題し、セミナーの参加者に

配布した「職業奉仕入門」および昨年度の職業奉仕月間に「各

クラブが実施した活動」の概要説明を行いました。その後、

全員参加の形態で約 30分間のディスカッションを行い、 

更に、セミナー全体を通して、神崎パストガバナー（茅ヶ崎

湘南ＲＣ）、竹内パストガバナー（秦野ＲＣ）から貴重なご

意見を頂きました。そして、本セミナーの企画段階からいろ

いろとご指導を頂いた地区研修委員会副委員長笠原又一氏

（藤沢北ＲＣ）から講評を頂きました。最後に、卓話者の派

遣を希望されているクラブを確認し、10 月から卓話訪問を

実施させて頂くことを説明し、セミナーは成功裏に終了する

ことができました。 

５．ＲＩからＥメールで各クラブの会長宛てに配布された

「職業奉仕入門」と「ロータリーの行動規範」の資料の要点

についての説明。 

６．昨年度の職業奉仕月間に各クラブが実施した活動内容に

ついて（2014 年 6 月末に各クラブの事務局に配布済み）の

要点についての説明。 

７．神崎ＰＧのご意見、1927 年以降、職業奉仕という概念

が登場しましたが、概念が明確に定義されてきませんでし

た。ロータリーの綱領、現在のロータリーの目的の第２項は

職業奉仕の事が書いてあると誰もが良くご存じだと思いま

す。一方、第３項は社会奉仕のことが書いてあると理解して

いるロータリアンが多数います。しかし、第３項には、個人

奉仕、職業奉仕、社会奉仕の全てが含まれています。職業奉

仕を実践すると社会奉仕になってしまう場合が多いのです

が、その事とは、別に職業奉仕の実践が存在していると誤解

をしている方が多数います。 

シェルドンは、職業＝奉仕と捉えているので、何の矛盾も

なく話が簡単になります。 

８．竹内ＰＧのご意見、五大奉仕の垣根がはっきりしなくな

り、非常にバリアフリーだなと思います。クラッシックミュ

ージックとモダンミュージックがある様にシェルドンは「ク

ラシカルな意味での職業奉仕」を説きました。クラブの責務

としての職業奉仕が導入された後、いわゆる 「モダン職業

奉仕」というのは、自分の様に古いロータリアンから見ると、

社会奉仕、青少年奉仕が多く含まれています。職業奉仕は余

り難しく考えることはないと思います。 

先ず、ロータリーとは何か？ を考えます。人格を高め、

Integrity（高潔性）を高め、ポール・ハリスのいう 

Usefulness（役に立つこと）だと思います。皆さんのために

なる、社会のためになる、そして自分のためにもなるという

基本的な理念に立ち戻ると理解し易いです。職業奉仕は理論

も大事なのですが、実践することが難しいのではないのだろ

うか？ ある意味で社会奉仕も大事ですが、その前に職業奉

仕はグラウンド（各会員の品格と素養）を醸成するので、自

分の足元を見据えて立派なロータリアンを目指して下さい。 

では、立派なロータリアンとは何でしょうか？ “私は行動

に愛を込める”この様に思っています。 

鐘は鳴らさなければ鐘ではない。 

歌は唄わなくては歌ではない。 

愛は与えなければ愛ではない。 

どうか皆さん行動に愛を込めて頂きたいと思います。 

９．本日も皆様に配布させて頂きました「職業奉仕入門」は、

特に入会年数の短い会員の皆様にも職業奉仕を正しく理解

できる様に記載されています。ＲＩのホームページからその

年度の最新版を入手して、入会式で新会員に必ずコピーを配

布して下さる様にお願いします。 

ビジター 地区職業奉仕委員長 杉本榮次君（秦野ＲＣ） 


