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◆例会場 ホテル精養軒 木曜日 PM12:30～（第 2 週 AM7:30～）TEL:044-711-8855（東横線 武蔵小杉駅徒歩 3 分）
2 月 3 日(水)
20：00-21：30 ﾎﾃﾙｷｬﾒﾛｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ
1342 回 （本年度 25 回）
2 月 20 日(土) 洋光台第 4 小学校
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「それでこそロータリー」

会員出席報告
本 日

江口

会 員 数

出 席

２６名

２０名

前々回(1 月 7 日)欠席６名
欠席者：今井会員

進 親睦委員
欠 席

出 席 率

６名

９５．２４％

Make up 1 名

９１．３０％

お客様紹介 市 川 功 一 会 長
平
雅 吉様（ゲストスピーカー・
地区職業奉仕委員長・横浜日吉ＲＣ）
本日のミニ情報

市川

功一 会長

今朝、東京城南ＲＣの例会に参加しました。会場は
高輪プリンスで時間は毎回 8 時からです。当クラブで
も参考にしたく思い、会員の田代さんに以前卓話をお
願いしたことがあります。
今日のゲスト・スピーカーは鳩山元首相で 1386 回の例
会で首相経験者は初めてとのこと。
当クラブも今年度は元県知事、現市長をお呼びしまし
たが、首相経験者はハードルが高そうです。

会長報告

市川

功一 会長（１月２８日）

１．理事会報告
２．会長幹事会の報告
３．新横浜RCより、南アフリカ学習者支援プロジェク
トのパンフレットが届きましたのでポスティング
させていただきます。また、ご支援を頂いている
河合束会員、市川功一会員、小林正樹会員に
子ども達の成績証明書が届きましたのでお渡し致
します。

幹事報告

会田

公雄 幹事（１月２８日）

１．地区からの来信
①第32回ＲＹＬＡ見学のご案内が届いております。
日時：2016年2月20日(土)～2月21日(日)
① 2/20 10：00-12：00 ②2/20 13：00-18：00
③ 2/21 9：00-12：00 ④2/21 13：00-16：00
場所：横浜市野島青少年研修センター
※参加ご希望の方は、事務局までお知らせ下さい。
２．横浜東RCより、創立60周年記念誌をお送りいただ
きました。回覧致します。
３．横浜東 RAC より、例会のご案内が届いております。

４．他クラブ例会臨時変更
●川崎中RC
2月9日(火) 富士通ﾗｳﾝｼﾞ20Fにて例会点鐘13：00
例会後ＩＭ参加
2月23日⇒24日(水) 6RC合同例会 ﾎﾃﾙKSP
●川崎幸RC
2月12日⇒9日(火) 川崎日航ﾎﾃﾙにて例会
点鐘12：00 例会後ＩＭ参加
2月26日(金) 移動例会 ﾐｭｰｻﾞ川崎ｼﾝﾌｫﾆｰﾎｰﾙ
「ﾗﾝﾁﾀｲﾑｺﾝｻｰﾄ」ｺﾝｻｰﾄ後例会
●川崎麻生RC
2月19日(金) 創立記念例会 点鐘18：00
経堂うなぎ店「寿恵川」
５．他クラブ会報の回覧
川崎南RC
６．次週 2月4日(木)は、ドイツ大使館移動例会です。
集合は、１１時３０分 広尾「アクアヴィーノ」
身分証明書をお持ちいただき、お間違いのないよ
うご出席下さい。
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地区職業奉仕委員長

平

雅吉 様

「職業奉仕の実践と地区職業奉仕委員会の活動」
【職業奉仕の実践】
■ 職業奉仕はロータリーの根
幹をなす思想であり、ロータリ
ー活動の原点と言えます。職業
奉仕は「理解しにくい」、「掴み
どころが無い」
、或いはクラブ職
業奉仕活動は「何をして良いか
分からない」等々言われていま
す。職業奉仕はロータリーの特徴を良く表す奉仕活動
です。職業倫理を高める自己研鑽と、自己の職業感を
他者、つまりお客さま、従業員、協力企業へ還元する
奉仕があると云うように考えると理解しやすいかも
しれません。
■ 1987 年の RI 職業奉仕委員会が発表した「職業奉仕に
関する声明の中に「職業奉仕は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」あり、さらに「職
業奉仕は、ロータリークラブとクラブ会員両方の責務
である」そして「クラブの役割は、模範となる実例を
示すことによって、また、クラブ会員が自己の職業上
の手腕を発揮できるようなプロジェクトを開発する
云々…」とあります。ロータリーの職業奉仕の理念は、
その受益者がロータリアン自身であり、職業奉仕を実
践した結果得られるものが倫理的、道徳的基準である
と考えます。地区職業奉仕委員会で実践している短期

企業研修支援は、教育を専門職とする教員の道徳的、
倫理的水準をロータリー会員企業の職場を通じて高
めるお手伝いをする、と言う解釈で地区職業奉仕委員
会の活動を理解して頂けるものと思います。
■ ロータリーの特色は様々ですが硬い表現や難解で意
味不明な字句、日本語訳として明らかに不向きな表現
の数々。それらがロータリーの根本的な部分を余計解
かりにくくしていた側面があるかと思います。最近は
解かり易い表現や新たな和訳の取り入れ等、随分と変
化が見られるようになってきました。その様な中で日
本のロータリアンは比較的正面から受止めようと努
力してきたと感じます。経済環境や社会環境が大きく
変化する中で事業の継続は厳しさを増し、毎年、企業
の不祥事が社会問題になっています。このような状況
であればこそ、自分の職業を倫理的、道徳的に向上さ
せるため、奉仕の理想を学び、実践して、世の中に発
信していく事が職業奉仕を行う人の団体であるロー
タリーの目的であり、本質であろうと考えます。
【地区職業奉仕委員会の継続プログラム】
■ （1）教育という慈愛の種を蒔こう。
2002-2003 年度の全国ガバナー会で小中学生を中心と
する教育問題に取組むことが決議され、｢青少年の育
成は高校生以上を対象としたプログラムから、小中学
生に関心を持たないと教育問題に対処できない｣との
考えの下、ロータリーが教育問題に取組むことになり
ました。ビチャイ・ラタクル RI 会長の方針｢慈愛の種
を蒔こう｣のテーマの 1 つに、地域に対してと規定し
ていましたので、地域社会に｢教育という慈愛の種を
蒔こう｣と云う事になりました。
(2) 当地区での経緯。
2003 年度より当時の横浜
市教育委員会が教職員の
夏季民間企業研修を始め
ることになり協力を始め
ました。その後、少しず
つ協力企業を募り、横浜
市では 2006 年度より管理職試験合格者の必須研修に
指定され、今年度は 85 名が 37 社に派遣され、延べ
933 名の新任副校長先生が様々な業種、企業において
研修を受けました。また、川崎市では 2007 年度より
派遣が開始されました、今年度は受入れ企業 7 社に 9
名が派遣され延べ 51 名の新任統括教諭が研修を受け
ています。研修の受入れ先である登録企業の内、ロー
タリー会員の企業、又は紹介企業は約 90％になり、
当地区ロータリーの協力が無ければ行えない企業研
修となっています。
■ （3）教職員の民間企業研修の意義
この研修は、派遣教員だけでなく受入れ企業も多くの
刺激を受けています。普段あまり接することのない教
員から最近の学校の様子を伺うことが出来、一生懸命
研修を受ける姿に自分自身も初心を思い出させ、新た
な励みになったとの感想も寄せられています。
■ （4）企業等派遣報告会の様子
平成 27 年度は 10 月 29 日に川崎市、11 月 6 日に横浜
市において、RI 第 2590 地区と共催で企業等派遣研修

報告会が其々開催されました。報告会では小グループ
に分かれ派遣教員、受入れ企業担当者、ガバナーを始
め地区役員、地区職業奉仕委員会が参加し約 90 分間グ
ループディスカッションを行います。派遣教員は研修
報告と学んだこと、今後の学校経営に活かすことなど
を報告し合いグループの中で共有し、受入れ企業担当
者は受入れの苦労話や企業側として受入れ研修で学ん
だことなどを報告、ロータリアンは助言者として感想
や自分の職業、経験を基にしたアドバイスを行います。
最後に、「ロータリーの友」に掲載された意見で、最
も難解な職業奉仕については地区委員会で各クラブ
に対し積極的に活動の指針を示すべきだとの意見が
載っておりました。しかし各クラブにおける地域社会
での活動・実践がロータリーの奉仕活動の基盤です。
地区職業奉仕委員会としても、許される範囲で各クラ
ブの皆様と一緒に歩んで参りたいと考えますので、引
続き宜しくご協力をお願い申し上げます。

ニコニコ報告

江口

進 親睦委員

平 雅吉 様（ゲストスピーカー・横浜日吉 RＣ）
卓話でおじゃましました。本日は宜しくお願いします。

萩原 ひとみ 様（川崎中 RＣ）
1/8 は、ホテル精養軒の新本館グランドオープンに際し、お
祝いとご列席いただき本当にありがとうございました。工事中
は大変ご不便をおかけしましたことを心からお詫び申し上げ
ます。今後ともどうぞご指導の程、よろしくお願いします。

市川 功一 会長 会田 公雄 幹事
１月は職業奉仕月間です。本日は地区の職業奉仕委員会の
平雅吉様を、お招きしました。やや難しいと言われている「職
業奉仕」について、勉強したく思いますので、平さまよろしく
お願いします。

若狭 滋則 会員
月間卓話に地区の職業奉仕委員長の平雅吉様にお願いし
ました。本日は大変ありがとうございます。楽しみにしていま
す。

Ｍｒ．鈴木 会員
社会奉仕委員会では、今、東日本災害支援金を集めていま
す。ご協力をお願いします。

高瀬 健夫 会員
今日は１年の中で、最も寒い日という「大寒」です。社会奉仕
をするにも健全な心と健康でなければなりません。寒い時期、
皆さん体を動かしていますか。寒さに勝つには免疫力が必要
です。免疫力を上げるには、体を暖め運動することが一番良
いと言われます。寒さの本番はこれからです。自分の体調に
合わして体を動かしましょう。

ＳＡＡ一同
今日は「大寒」です。ちなみに、一年で最も寒い大寒の頃に
甘酒が良く飲まれることから「甘酒の日」とも言われています。

親睦委員会一同
先日は時ならぬ大雪が降りましたが、明後日も雪の予報が出て
いるようです。いよいよ冬らしい季節になりました引き続きご自
愛下さいます様お願いします。

「みんなニコニコ」
山本
剛 会員・小泉 正博 会員・小林 正樹 会員
工藤 和弘 会員・高木謙太郎 会員・徳安 久是 会員
ニコニコボックス
記念日ニコニコ

本日
本日

26,000 円 累計
0 円 累計

次回２月４日（木）の予定
ドイツ大使館移動例会

482,000 円
65,000 円

