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次回例会のお知らせ ９月１３日 (金)
本日の例会

１．君が代斉唱
２．ロータリーソング
“ 栄冠は君に輝く"
３．来客紹介
４．出席状況の報告
５．祝誕生
舟木和博君 Ｓ４３年９月４日
６．会長の時間
７．各委員会報告
８．ニコニコボックスの報告
９．幹事報告
10．卓
話 「ガバナー補佐訪問記念高話」
国際ロータリー２７００地区 第３グループ
ガバナー補佐 神田 徹君（飯塚ＲＣ）
栄冠は君に輝く（全国高等学校野球大会の歌）

例会食事カロリー

会員数
５３名
・当日の出席者
・ゲ ス ト数席者
・ビジター数
・会員出席率
・８月９日の修正出席率(仮)

会長の時間

会

幹事報告

幹 事

三島 靖男

１）来週９月６日(金)はガバナー補佐協議会開催のため
「９月度定例理事会」の開催を９月１３日（金）例会後に
開催致します。理事各位は宜しくお願い致します。

【お知らせとお願い】

１,１００Kcal

４０名
４１名
1１名
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長

ロータリーの目的は、日々の仕事を通して世の中に
貢献するために奉仕の心を育て行動させることです。
奉仕とは他人の為に何かをすること、他人のニーズ
を満たすことを自己の責務として行うことです。職業を
通して社会の色々なニーズを満たすことになります。
職業を通して社会のニーズをほぼ完全な形で満たせ
るような努力を重ねることです。非常に難しいですがあ
くまでも自己の職業の品位と道徳水準を高めて、社会
から尊重させる存在にすると述べられています。

★遠賀ＲＣ
①１０月２１日（火）１８：３０～ 焼肉本舗
②１０月２８日（火）１２：００～ 北九州スタジアム
③１０月２２日（火）は休会
④１０月２８日（月）、２９日（火）場所未定

（２） 風を打ち 大地を蹴りて 悔ゆるなき
白熱の力ぞわざぞ 若人よいざ １球に
１打にかけて 青春の賛歌をつづれ
ああ栄冠は君に輝く

出席報告

各班記録担当報告

２）例会臨時変更のお知らせ
★直方ＲＣ
①１９月１２日（木）１８：００～ 直方いこいの村
②１０月１３日（木）は休会

（１） 雲は湧き 光あふれて 天高く
純白の玉今日ぞ飛ぶ 若人よいざ
まなじりは 歓呼のこたえ いさぎよし
ほほえむ希望 ああ栄冠は君に輝く

８月３０日(金)

RID2700地区灘谷和德ガバナーメッセージ
「不易 流行」
八幡西RC岸野玲会長メッセージ
「活動しよう！ 八幡西ロータリークラブ」

“Ｉ・Ｄ・Ｍの報告”

２０１９年９月６日(金)

前例会の記録

《会報委員会》
福田
学 貞方 友明 坂本 敏弘 藤本
生男 太田 信博 溝上 智彦 金久保 和

神田徹第３Ｇ ガバナー補佐 クラブ協議会 開催日
２０１９年９月６日（金） １３時４５分 ～１４時４５分
尚、クラブ協議会へは理事・各委員長及び下記の入会５年
未満の方は出席をお願いいたします。
入会５年未満：永吉大祐、溝上智彦、梛野晴司、貞方友明
河島昭彦、川越和宣、藤本生男、吉田浩二、八尋生義
中山祥太郎の諸君

岸野 玲

今日は「職業奉仕」について、後程神尾さんからお話
を頂きますが、ロータリー百科事典で「職業奉仕を考え
る」ということを調べてみました。

灘谷和德ガバナー 公式訪問日
２０１９年９月２０日（金）
・会長・幹事との懇談会 １１時００分 ～ １２時００分
・例
会
１２時３０分 ～ １３時３０分
※ 止む無く当日ご欠席の方は必ず幹事までお知らせ下さい

八幡西ロータリークラブ

八幡西ロータリークラブ
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話＞

「職業奉仕入門
・地区職業奉仕委員会に
参加してわかってきたこと」
国際ロータリー ２７００地区
職業奉仕地区委員 神尾 康生

ロータリーにおける職業奉仕の位置づけ等について、公式
な書類を参照しながらご案内します。（２７００地区の職業奉
仕委員会の正式な見解ではありません）
●五大奉仕部門
１．奉仕の第一部門であるクラブ奉仕は、本クラブの機能
を充実させるために、クラブ内で会員が取るべき行動に
関わるものである。
２．奉仕の第二部門である職業奉仕は、事業及び専門職
務の道徳的水準を高め、品位ある業務はすべて尊重さ
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実践していくという目的を持つもの
である。会員の役割には、ロータリーの理念に従って自
分自身を律し、事業を行うこと、そして自己の職業上の
手腕を社会の問題やニーズに役立てるために、クラブ
が開発したプロジェクトに応えることが含まれる。
３．奉仕の第三部門である社会奉仕は、クラブの所在地域
または行政区域内に居住する人々の生活の質を高め
るために、時には他と協力しながら、会員が行う様々な
取り組みから成るものである。
４．奉仕の第四部門である国際奉仕は、書物などを読むこ
とや通信を通じて、さらには、他国の人々を助けること
を目的としたクラブのあらゆる活動やプロジェクトに協力
することを通じて、他国の人々とその文化や慣習、功績、
願い、問題に対する認識を培うことによって、国際理解、
親善、平和を推進するために、会員が行う活動から成
るものである。
５．奉仕の第五部門である青少年奉仕は、指導力養成活
動、社会奉仕プロジェクトおよび国際奉仕プロジェクトへ
の参加、世界平和と異文化の理解を深め育む交換プロ
グラムを通じて、青少年ならびに若者によって、好まし
い変化がもたらされることを認識するものである。
●ロータリーの目的
ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎として奉仕の
理念を奨励し、これを育むことにある。具体的には、次の各
項を奨励することにある。
第１ 知り合いを広めることによって奉仕の機会とすること
第２ 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にすること
第３ ロータリアン一人一人が、個人として、また事業及び
社会生活において、日々、奉仕の理念を実践すること
第４ 奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネットワー
クを通じて、国際理解、親善、平和を推進すること
●四つのテスト
１） 真実かどうか
２） みんなに公平か
３） 好意と友情を深めるか
４） みんなのためになるかどうか
●職業奉仕の基本原則
１）雇主、従業員、同僚への誠実、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
公正な扱い。
２）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。
●ロータリアンの行動規範
１）個人として、また事業において、高潔さと高い倫理基準
をもって行動する。

２）取引のすべてにおいて公正に努め、相手とその職業に
対して尊重の念をもって接する。
３）自分の職業スキルを生かして若い人々を導き、特別な
ニーズを抱える人々を助け、地域社会や世界中の人々
の生活の質を高める。
４）ロータリーや他のロータリアンの評判を落とすような
言動は避ける。
５）ロータリーの会合、行事、および活動においてハラス
メントのない環境を維持することを支援し、ハラスメントの
疑いがあれば報告し、ハラスメントを報告した人への報復
が起こらないよう確認する。
職業奉仕は、伝統的には、倫理感を重んじて自己の職業
を遂行することの重要性を説くものでしたが、だんだん、社
会への奉仕活動を実施すること、また、個人のみならず、ク
ラブとしての奉仕活動を職業上の手腕を用いて実施すること
も含まれるようになりました。ロータリークラブは職業人の集
まりであり職業上の手腕を用いて奉仕をするという点におい
て、他の多くの慈善団体等にはない特有性があります。
職業奉仕と社会奉仕
キーワードは、奉仕の心 / 受益者 / 専門性。例えば、長
期保存可能なパンの開発と販売をする例を考えると、販売を
通じて利益を獲得すること、消費者の喜びに触れ精神的満
足感を感じること、被災地や子供食堂で無償配布をすること
で精神的な満足感を感じること、これら、いろいろなケースに
おいて、職業奉仕や社会奉仕の姿を考えてみましょう。その
他、いろいろな実践例を紹介します。
職業奉仕にかかる歴史
ロータリークラブは、会員の相互扶助を一つの目的として
創設されたことから、職業奉仕概念は大変重要で、社会へ
の奉仕活動を重視する最近の流れにおいても、職業人とし
てのロータリークラブの歴史は変わることはありません。
I・D・Mでの議論案
今回のI・D・Mでは職業奉仕がテーマです。各社での倫理
意識の向上手法の紹介、対外的に実施している職業をベー
スにした奉仕の例等の職業奉仕の実践状況の発表や、今
後、想定される対外的な職業奉仕の実践アイデアを出して
いただければと思います。

誕生日おめでとうございます
神尾榮一君 昭和８年８月２５日生
「神尾康生君の挨拶」
休会中の父神尾榮一にかわりまして、近況を報告さ
せていただきます。
ロータリークラブも２年以上休会しているので退会を
すすめていますが、ロータリーは生き甲斐みたいで、仕
事の話はしなくても「ロータリーはどうなった？」とよくい
うので、あと半年くらいはいさせていただいて、可能で
あれば連れてこれればいいなと思っております。

【ニコニコボックス】
ニコニコボックス
・卓話担当します。つたない説明で恐縮ですがお付き合
いください。
神尾康生君
・神尾君の卓話「職業奉仕入門」を楽しみにしています。
安東、井上、小嶋、伊豆、岸野、八尋、是此田、藤本
稲冨、浜崎、波多野、江戸、坂本、有松、藤村、中村
三島、村山、貞方の諸君
・早退のお詫び

八幡西ロータリークラブ Email rc-yahatanishi2700@themis.ocn.ne.jp URL

永吉、正木の諸君
http://www.rc-yahata-west.com

