事務所・例会場

相模原市緑区中野 1029
津久井商工会館 2F
TEL 042-780-0201
FAX 042-850-4830
例会日 毎週木曜日
時間 12：30~13：30
会

第 1146 回
司会

長

森田正紀

会長

森田正紀会長

会長挨拶 前沢弘之次年度会長
皆さん、こんにちは。今日は森田さんが事情
で急遽欠席されるということで、私がピンチヒ
ッターで若干のご挨拶をさせて頂きます。
先週の次年度理事会の報告を少しさせて頂き
ます。
・定款の変更はしませんが、細則を幾つか変更
します。まず、規定の整備という形で理事会
のメンバーの整備を行います。
また例会の開催日について、毎週木曜日の 12
時 30 分に開催するのですが、
「祝日のある週
は開催しないことができる」とはっきり規定
しようと思います。
理事会の開催日が現細則では毎月第 1 週にな
っていますが、第 5 グループの会長幹事会が
第 2 週の火曜日なので、その直後の第 2 週に
変更しようと思っています。

16
本日欠席者

出席対象数

15

斉唱

我等の生業

・少年野球、やまのべ 100 人運動会、津久井や
まびこ祭りか藤野ふる里祭り、または城山もみ
じ祭りへの参加を致します。
以上ご報告を申し上げまして、会長挨拶の代わ
りとさせて頂きます。

・次年度出席・スマイル委員長から 100％表彰の
復活とスマイルチャンピオン表彰を行いたい
という提案がありましたので、予算 20,000 円
を計上する了承を得ました。

現在会員数

杉本信一

・25 周年事業、記念例会に関しては、これから
会長、幹事、小川実行委員長で詳細を検討して
いきます。

・会費は次年度も年額 192,000 円、支払方法は
年額、半期分、四半期分のいずれかという形
にしたいと思います。

八木

事
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沼崎善充 SAA

【出席報告者

幹

幹事報告 井上 旭副幹事
ロータリー関係受領書類
相模原大野 RC
創立 25 周年記念式典出席お礼状
相模原 RC
I M 報告書
その他の受領書類
津久井商工会
30 年度商工会「部会・委員会」参加希望者
募集案内

勉委員】
本会出席数

12

山﨑会員、具会員、松本会員

本会欠席数

本会出席率

前回修正出席率

3

80.00％

80.00％

前々回修正出席率

93.75％

ゲスト紹介
瀧澤秀俊

様

藤沢 RC

職業奉仕卓話
瀧澤秀俊地区職業奉仕委員長
「今、お配りしておりますが、アンケートは簡単で
かまいませんから。聞きながらで結構ですので、ご記
入ください。（卓話）終了後、回収させていただきま
す、よろしくお願いします」※パワーポイントを使用
「藤沢ロータリーの瀧澤でございます。きょうを楽し
みにして参りました。…最後まで、お付き合いいただ
ければと思います」
「《奉仕に学び、職業で奉仕する》この言葉でピン
とくる方は、普段から一生懸命職業奉仕を勉強され
ている方ですね。なかなか凝縮した言葉ですが、後
程わかってくると思います。まずは質問します」。瀧
澤委員長の卓話は「質問」から始まりました。
問1 あなたの会社で作った製品は、保証期間
が 1 年。お客さんが故障したと。購入か
ら 1 年半が経過、よく見ると自然の故障
ではない当社の製品を持ってきた…
① 有償で修理しますよ
②無償で修理
します
問２ あなたの会社は自動車部品の製造業。主
力製品に欠陥が判明、公表して全品回収
には莫大な費用がかかり倒産の恐れもあ
る…
① 公表しないで、順次切り替えていく ②
直ぐに公表して、回収する
問３ あなたはお菓子屋さんです。地域の特産
品を使って特別なレシピを開発しまし
た。大ヒット商品となり注文が多すぎて、
生産能力を遥かに超えてしまっている…
① 工場を作って量産体制に入る ②近隣
の同業者にレシピを公開する
問 4 あなたは建設業者です。下請け業者と請
負契約を締結しましたが調印後、下請け業
者から{契約内容に}間違いがありこのまま

問 4 あなたは建設業者です。下請け業者と請負
契約を締結しましたが調印後、下請け業者か
ら{契約内容に}間違いがありこのままでは大
赤字になるので契約をやり直して欲しいと
①このままいきます
②契約をやり直す
難しい選択を迫られた時に、ただのビジネスマ
ンとして行動するのか、ロータリアンらしく行動
するのかが、問われる質問でした。そして、「も
う一つ質問します」と第 5 問。
仕事で儲けたお金の一部を寄付…これは職業奉
仕といえるでしょうか？（① ○…職業奉仕であ
る
②×…職業奉仕ではない）
仕事で儲けたお金を寄付することも奉仕です
が、これはただの奉仕で、ロータリーは、その１
歩上を行く。キーワードは「職場に持ち帰るこ
と」。奉仕活動で学んだ奉仕の理念を職場に持ち
帰り、奉仕の理念にのっとって自分を律し職業を
遂行していくことだと、熱く語ってくださいまし
た。自己犠牲の奉仕なんて有り得ない…難しい理
想論だが、それを目指すロータリアンだからこそ
尊敬されるわけで、また（私たちが）生涯をかけ
る価値がある、奉仕の理想を求め続けることこそ
真のロータリアンと言えますと。
「職業」は現実の社会（世界）
、
「奉仕」という
のは理想の世界、職業と奉仕はある意味正反対。
相反する職業と奉仕がどうしたら折り合いがつ
くのか、この点がわかると職業奉仕がわかるそう
です。この職業と奉仕の折り合いについて、「プ
ロフェッションとビジネス」という説明でお話し
くださいました。職業奉仕というのはプロフェッ
ションの精神（聖職者のこころ）をもって、ビジ
ネスの世界をコントロールしようという発想で
す。コントロールできるようになりますと職業と
奉仕が同じ方向を向きますので、矛盾が無くなり
ます。この根拠は…ロータリークラブ定款 第６
条 2 に奉仕の理念を行動指針としましょうと明
記されていること、
（
「あらゆる職業に携わる中で
奉仕の理念を実践していく、ロータリーの理念に
従って自分自身を律し事業を行う」）またロータ
リーソング♪「奉仕の理想」の歌詞には、これこ
そ「職業奉仕」だという思いが込められているこ
とを再確認しました。（♪～「ホウシィ～ヲ（奉
仕を）、シヨ～ゥ（しよう）と集いし」ではなく
て「ホウシィ～ノ（奉仕の）、リソ～ゥ（理想）
に集いし」です。うっかり聞き違えそうな歌詞だ
ったとは?!）社会に職業で貢献していきましょう
という理念が、凝縮された「歌詞」だったのです
ね。では、具体的に「ロータリアンらしい行動と
は何か？」ということで、これは四つのテスト（真
実かどうか/みんなに公平か/好意と友情を深め
るか/みんなのためになるかどうか）に従えば良
いということでありました。そして、この四つの
テストの由来（ハーバート・テイラー氏 1954
年、RI 会長に就任する際に RI に無償でこの権利
を譲った）、更に具体的に、この四つのテストに

テストの由来（ハーバート・テイラー氏 1954
年、RI 会長に就任する際に RI に無償でこの権利
を譲った）
、更に具体的に、この四つのテストに
のっとった仕事ぶりとは…？どういう姿なのか、
ご説明いただきました。①真実かどうか…ロータ
リアンは虚偽偽装などせず、真実の情報を公開す
る（ロータリアンとして当然） 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…人を泣かせて一人勝ちをするので
はなく、共存共栄を考え、場合によってはノウハ
ウを公表し、下請け合っての元請ですから多少の
ミスも寛容に、時には自己犠牲を払ってでもみん
なのことを考える、こういう考え方がロータリア
ンとしてあるべき姿であり、これこそが職業奉仕
でありますと。
この後、先の質問（問 1～問 4）の答え合わせ
と説明及び解釈。
問1 あなたの会社で作った製品の修理、保証期
間（1 年）が過ぎているのに…
「固いこと言わないで、杓子定規にとらえ
ずにお客様の事を考えていきましょう」
問２ あなたの会社は自動車部品の製造業。主力
製品に欠陥が見つかりました…
「できるだけ速やかに公表して、誠心誠意
回収に努めましょう」
問３ あなたはお菓子屋さんです。地域の特産品
を使って特別なレシピを開発しました…
「できれば、公開して近隣で共存共栄、町
興しや村お輿し、地域の名産品にするこ
とを考えていきましょう」
問 4 あなたは建設業者です。下請け業者と請負
契約を締結しましたが…
「できれば最初からやり直してあげましょう」
ロータリアンの内面的な倫理観⇒内向きの職
業奉仕、（理解便宜上）これは日本人特有の捉え
方のようです。隠匿の美？か。海外ではクラブの
対外的奉仕活動の枠組みの中で職業奉仕をとら
えているようです。ここでもう一度標準クラブ定
款を参照。第６条には５大奉仕が書かれていま
す。活動の実践基準が明記されています（どこに
も精神的な倫理とか内面的…とかは書かれてい
ません）
。職業奉仕も他の 4 つの奉仕と同じよう
にクラブの活動の基準として明記せれています。
さぁ、そこで問題！「皆さんのクラブでの職業奉
仕の活動とは、何をしますか？」
2016 年、規定審議会において重大な（クラブ
運営の柔軟性を強調した）変更があり、職業奉仕
の規定でも大きな変更がありました。会員の役割
として「①自己の職業上の手腕を②社会の問題や
ニーズに役立てるために、③クラブが開発した
プロジェクトに応えること」が含まれるようにな

りました。内面的な倫理観の後にこの２行が加わ
ったのです。軽い衝撃を受けました（瀧澤委員
長）。外向き職業奉の要件が出てきました。これ
が、定款にかかれたということが非常に重要で
す。
【実践例】
A【藤沢 RC】歯科医師がカンボジアの山村に行
き子供たちの歯科検診を毎年行っている。歯磨き
の習慣がない地域ですが、現在は劇的に変化して
います（地区補助金も利用し５年間実施）
。
B【多くのクラブで】大震災などの時、被災地に
専門家（水道事業者・弁護士・建築士など）が訪
れ復旧作業や無料相談会など行っています。が、
では資格者や技術者でなければ、そのような奉仕
活動ができないのかというと、決してそんなこと
はありません。クラブ全体の奉仕プロジェクトと
して実施すれば良いのです。
もうひとつ大事なことは、職業奉仕と他の４大
奉仕（クラブ・国際・青少年・社会）との関係で
す。内向きの職業奉仕として考えると、なかなか
噛み合わない。外向きの職業奉仕として考えると
（上記 A）職業奉仕であると同時に、国際奉仕で
あり青少年奉仕でもある。
（上記 B）職業奉仕で
あると同時に、社会奉仕でもある。このように外
向きの職業奉仕ととらえると５大奉仕は非常に
絡み合うことが、よくわかります。まさに職業奉
仕を縦糸として、他の（４大）奉仕を横糸とする
布が奉仕活動になると思うのです。
《まとめ》2016 年の規定審議会の改定により職
業奉仕を「内向き」と「外向き」に分けることが
できます（便宜上です）。
「内向き職業奉仕」とは、
ロータリアンひとりひとりが、奉仕活動の中で奉
仕を学び、自分の職場に持ち帰り、奉仕の理念や
四つのテストに照らし、自分を律して職業を遂行
しましょう（という姿勢）
。「内向きの職業奉仕」
は基本的な職業奉仕です。そして「外向きの職業
奉仕」、ロータリーの会員の職業上の手腕を、社
会の問題やニーズに役立てるために、クラブの奉
仕プロジェクトに活用していきましょう（という
姿勢）。
（これで）スッキリと整理できました。
もう一つ…「
『職業を語ろう』プロジェクト」
多種多様な職業人が奉仕の目的で一堂に会する
団体というのは、ロータリーのまさに特徴です。
この職業の多様性という特徴を活かして、クラブ
が社会に奉仕できないでしょうか？これが次世
代に職業を伝えるということです。若者は世の中
にいろいろな職業があることを知りません、親も
説明できず、フリーターやアルバイトしか知らな
い若者が増えています。若い世代の将来を考える

ことも、私たち職業人の責務であると考えます。
職業人が職業を語ることは、まさに職業で社会に
貢献すること、「外向きの職業奉仕」そのものだ
と考えます。すでに多くのクラブが実践されてい
ます。
【実践例】大和ロータリークラブ：20 人若い職
業人（社長に限らず、第一線で活躍されている方）
が子供たちに向けて職業を語った。職業に興味を
持った子供たちの顔はキラキラしていた。
相模原南クラブ：フューチャーナビスクールを実
施、職業を語り好評。
「『職業を語ろう』プロジェクト」をご提案いた
します。社会授業の一環として、現場の第一線で
働く方に職業を語っていただけると素晴らしい
ことだと思います。さらに職業を語るという準備
をしますと、ロータリアンが日々の仕事の中で自
分は職業奉仕を実践しているかどうかを見つめ
直す良い機会になります。また、ロータリーの存
在を知ってもらう公共イメージにもつながりま
す。そしてその子どもたちが将来「インターアク
ト」や「ローターアクト」、未来のロータリアン
になれば、こんなに素晴らしいことはないので、
是非クラブで検討していただきたいと思ってお
ります。

スマイル委員会

最後の質問です。「工場見学は職業奉仕であ
る」は、職業奉仕である。これは○か×か。わ
たしは違う（×）と考えます。ただし…その工
場が４つのテストを社訓としているとか（ロー
タリーの友にも掲載）
、奉仕の理念を実践してい
る職場見学やクラブの奉仕プロジェクトの準備
のための工場見学、奉仕の理念を実践するよう
な目的が明確であれば、これは（○）素晴らし
い職業奉仕活動になると思います。職業奉仕の
イメージは変わりましたか？
「内向きの職業奉仕」、「外向きの職業奉仕」わ
かりやすくするために、２つに分けました。が、
本質は変わりません。
職業奉仕とは何ですか？と求められたら（一
言で）…「奉仕に学び、職業で奉仕する」
参加して学びましょう。田中 PG は「奉仕を学
ぶのではない、奉仕に学ぶのだ」といつも、お
っしゃっていた。
「奉仕に学ぶことが大事なんだ
よ」と。学んだ奉仕の理念、四つのテストの意
味合い、これを道標として、職場で、クラブで、
職業を通じて奉仕しましょうということです。
職業奉仕の神髄は…「奉仕に学び、職業で奉
仕する」
。
ご清聴、ありがとうございました。

山﨑和彦委員長

『ス マ イ ル 報 告 八木 勉委員』
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会RC水野 茂委員長
藤沢
瀧澤秀俊様
本日は魂を込めて職業奉仕を語ります。皆様も気合を入れてお聞き下さい。
最後までどうぞよろしくお願いいたします。
津久井中央 RC
前沢弘之会員

瀧澤委員長、本日はありがとうございました。非常に明解に言い切って頂きまし
た。感銘を受けました。…が私は後期分の会費の納入を忘れており、ロータリア
ンの風上にもおけませんね。皆様スミマセン。
小川洋一会員
瀧澤さん、ようこそ津久井中央 RC へ。本日は宜しくお願い致します。
井上 旭会員
藤沢 RC の瀧澤様、遠路ありがとうございます。本日の卓話、欠席者が多く小人
ですが、宜しくお願いします。
田畑和久会員
瀧澤さん、卓話ありがとうございました。八木さん、野菜ありがとうございまし
た。高橋さん、PC ありがとうございました。
佐藤祐一郎会員 瀧澤委員長、遠くからありがとうございます。本年度、有名になった職業奉仕の
卓話ですね。いつになく欠席が多く残念です。
「会長方針」と「帯状ほうしん」て似てますね。
高橋幸一会員
瀧澤様、ようこそ津久井中央へお越し下さいました。小山さん、八木さん、いつ
もありがとうございます。昨晩は 30 年振りに下北沢へ…。人身事故やら、駅が改
装中やらで大変でした。楽しい夜でした。
小山里枝会員
瀧澤委員長、きょうは津久井中央へありがとうございます。準備が整っておらず、
申し訳ない限りです。すばらしい卓話でした。嬉しいです。
八木 勉会員
瀧澤さん、今日はありがとうございました。
先週は仕事の都合で休んでしまい、すみませんでした。

