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　2016ー 2017年度テーマ
R . I . テ ー マ	 「人類に奉仕するロータリー」
	 	 R . I . 会 長	 ジョン・ジャーム
	 	 地区ガバナー	 上 　山　昭　治
クラブテーマ	 「関心をもって感動を分かち合おう」	
	 	 クラブ会長	 渡 　辺　丈　樹

２/１	 地区大会に振替　２月２日（木）移動

２/８	 会員卓話	 永井会員、長沼会員、髙木会員

２/15	 「希少疾患からの創薬について」
	 	 	 慶應義塾大学病院　小児科医師　武内俊樹先生

２/22	 会員卓話	 中村会員、太田会員、尾泉会員

	総会員数	 休　会	 出席免除	 出　席	 欠　席	 出席率	 修　正　出　席　率
出　席　報　告

来　訪　者　紹　介

	 42 名	 0 名	 5 名	 35 名	 4 名	 89.74％	 1479 回例会修正　欠席 2名・出席率 95.24％

前回（1/18　1481 回例会）の記録

◆ゲスト 1名 地区職業奉仕委員会　東京後楽R.C.　大牟田文哉 様

◆ビジター 4名 東京浅草R.C.　岩﨑　隆 様、東京江北R.C.　岩城　武 様

  東京足立R.C.　北澤艶子 様、東京浅草R.C.　坂　真太郎 様

会長報告＜渡辺会長＞

・今日は、今年初めての通常例会です。卓話

は、最初にふさわしく「事例で考える職業奉

仕」です。職業奉仕はロ－タリ－の根幹で

す。今日の卓話のような話題で小炉辺会を開

きたいものです。

幹事報告＜岩田幹事＞

・来週の例会で、上半期の事業報告を行いま

す。各委員会の方よろしくお願いいたしま

す。

・本日例会終了後、理事役員会を行います。

・来週の例会場は25Ｆの「大輪の間」に変更

になりました。よろしくお願いします。

　　	 　　２日（31周年）	宮崎ご夫妻 ・ ８日（25周年）浅野ご夫妻　　	２月結婚記念日	 　　　　		 　　15日（36周年）	後上ご夫妻 ・ 28日（46周年）加藤ご夫妻



ニコニコボックス
＜東京浅草R.C.　坂　真太郎様＞
・日曜日の新春謡

うたい

初
ぞ

めへのご来場有難うご
ざいました。22日の大河ドラマ「おんな城
主　直虎」に出演致しますので是非ご覧下
さい。

＜渡辺会長、岩田幹事＞
・地区職業奉仕委員会の大牟田文哉様、本日
の卓話「事例で考える職業奉仕」よろしく
お願いいたします。

＜宮崎、岩戸、原田、宮村、藤掛、山尾、斎藤、
天笠、加藤＞
・地区職業奉仕委員会　東京後楽R.C.　大牟
田文哉様、よろしくお願い致します！

＜出席・親睦委員会＞
・12月21日のX'mas	家族会無事終了しま
した。浅野総支配人とロボットを提供い
ただいた古谷さん、お世話になりました。
SAAの協力にも感謝。出席の皆様ありが
とうございました。

＜宮崎、中村＞
・熊本地震復興支援をお願いします。
＜後上、古谷、太田＞
・東北復興支援継続を！
＜宮村、松本、園部＞
・お誕生日のお祝いをして戴き、有難うござ
いました。

＜小林（雅）＞
・本年もよろしくお願い申し上げます。

委員会報告
＜米山奨学委員会　大塚委員長＞
・本日、皆様のポストに来る３月11日（土）
に行います米山梅吉記念館見学会のご案
内を入れさせて戴きました。参加不参加
の決は来週とらせていただきますので宜
しくお願い致します。

＜国際奉仕・米山・ロータリー財団委員会　大塚委員長＞
・ロータリー財団への寄付金	 70 7, 4 4 4円
（6,674$）を12月に送金しました。米山には
547,000円を予定しています。全員参加です。

＜ローターアクト委員会　山尾委員長＞
・ローターアクト地区代表に当クラブの前会長
小笠原君が選挙で選出されました。１年
たらずのクラブで快挙です。

＜出席・親睦委員会　太田委員長＞
・新入会員丸岡久芳さんの歓迎会を３月２日
夕方より開催いたします。場所と会費は
後日案内文にて連絡いたします。

＜地区青少年奉仕委員会　藤掛委員長＞

・いじめ防止青い鳥プロジェクト講演会について

　日時：平成29年２月４日（土）
　　　　午前９時〜12時まで
　場所：タワーホール船堀「大ホール」

（都営新宿線船堀駅下車徒歩１分）
　主催：東京東江戸川ロータリークラブ
　参加無料
　
　中学生のいじめについての映画「青い
鳥」鑑賞の後、17テーブルに分かれ意見
交換、その後NPO法人ジェントルハート
プロジェクト理事　篠原宏明氏の講演

　深刻な社会問題であり命にかかわる“い
じめ”の問題を中高生と共に考えます。
お時間のある方は是非ご参加下さい。



卓　　話

「事例で考える職業奉仕」

地区職業奉仕委員会　東京後楽R.C.

大牟田　文　哉　様

職業奉仕　　ケース１（初級）編
　１　職業奉仕の定義とは？
　　　手続要覧　第２部　第６章　基本理念
　　　　　　　　　　・四つのテスト
　　　　　　　　　　・ロータリーの目的
　　　　　　　　第２部　第７章　奉仕部門
　　　　　　　　　　・職業奉仕
　　　　　　　　　　・ロータリーアンの行動規範
　　　　　　　・職業宣言
　　　　　　　・職業奉仕に関する声明
　　　　　　　　　　出典：1997 年 10 〜 11 月理事会会合、決定 164 号。
　　　　　　　　　　2014 年１月理事会会合、決定 88 号により修正。
　　　　　　　　　　2001 年６月理事会会合、決定 352 号により確認。

　２　Service Above Self を訳してください

　３　0ne Profits Most Who Serves Best を訳してください

　　※２、３により四大奉仕担保されている。

プロフィール　　
1954年２月20日生
1976年３月　明治大学経営学部卒

　【職歴】
1976 年4月　㈱野村證券入社
1980 年9月　㈱一心社印刷所入社　現在に至る

　【ロータリー歴】　職業分類　（出版・印刷）
1999年6月 東京後楽ロータリークラブ入会（チャーターメンバー）
2002～2003年度 クラブ幹事
 地区大会実行委員会　副幹事
2003～2004年度 地区オン・ツー・関西委員会　副委員長
 地区百周年記念委員会　副委員長
2004～2005年度 地区百周年記念委員会　副委員長
2007～2008年度 地区国際奉仕委員会　副委員長
2009～2010年度 分区幹事（北分区）
2013～2014年度 クラブ会長
2016～2017年度 地区職業奉仕委員会　委員
ポールハリス　米山功労者

趣味　剣道３段　居合道3段　長唄吉住会会員



＜今週担当　内田　力＞

職業奉仕　　ケース２（中級）　倫理
事　例　１
会員Aさんのクラブでは、入会１年の会員Bさんが、自分の関係する米国会社
を通じての海外投資話を持ってきました。利回りの良い海外投資ファンドがあ
り、日本の政府系資金も運用しているのでいいですよ、という話でした。B会
員がその投資の主催者ではないようなので、安心して投資できると前向きの会
員もいるようです。こんな状況に対し、あなたならどうしますか。

事　例　２
同じクラブのある会員 Cさんは、地元で良く知られた事業主です。この会員は
これまでクラブの奉仕活動で大きな貢献をしてくれましたが、最近、事業が難
局に入ったために思い切った財務判断を行い、結果的に多くの顧客に損害が発
生しました。地元の人は、この会員の事業主としての倫理性を問い、地域社会
をより良くしようという意思が本当にあるのかと疑っています。また、この会
員のマイナスイメージが、クラブの評判にも影響し始めました。こんな状況に
対し、あなたならどうしますか。

事　例　３
会員Dさんのクラブでは、教育設備が限られた貧困地域の学校にパソコンを設
置し、教師への研修を行うプロジェクトを計画し、そのための資金を集めてい
ます。ある日、著名な企業の幹部である会員の Eさんから資金の大部分を提供
してもよいとの申し出を受けました。この申し出を受ければ、必要なパソコン
がすべてそろい、プロジェクトを早めに完了させて、子どもたちへの授業を開
始できます。しかし、Dさんはこの申し出を受けるべきかどうか悩んでいます。
というのも、最近メディアで、この企業の倫理が問われる事態が報道されたか
らです。この申し出を断れば、このプロジェクトの完了はだいぶ先になってし
まいます。こんなとき、あなたならどうしますか。

事　例　４
会員Aは、父の代からロータリー活動をしてきましたが、最近、競争関係にあ
る同業者の Bから、他の会合でメンバーの一人からロータリークラブに誘われ
たので、推薦者になってくれとの話がありました。周辺からの話では、奉仕活
動への関心ではなく、ビジネスのための入会と思われました。個人的には推薦
するつもりはないが、クラブのためには一人でも増強したいところです。あな
たはどう対応すれば良いでしょうか。

事　例　５
F さんのクラブでは、年度の後半になって、職業奉仕委員会として何も活動し
ていないことに気が付きました。そこで一つだけ活動することになり委員会の
中で意見を集めましたが、５名の委員のうち２名はある会員の職場見学を推奨
しています。別の２名は職業奉仕理念の徹底のために有識者の卓話を聞きたい
と言っています。さて５人目のあなたの意見はどうですか。

事　例　6
クラブでは、職業奉仕とは「自分の仕事を一生懸命行えばいい」という意見と、
職業奉仕とは「自分の会社をつぶさなければいい」という意見があります。あ
なたはどちらの意見ですか。

職業奉仕　ケース３（上級）　今後の課題
７　職業分類とはなんですか
８　クラブでの職業奉仕委員会は何を行いますか
９　具体的な職業奉仕活動を挙げてください
10　職業奉仕について日本とRI の考え方に違いがあると思いますか




