
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

第 1523回 （本年度第 18回）例会 

令和 4年 3月 17日（木）ZOOM 併用 早朝例会 
 

点  鐘  宮崎 玲児 会 長 

司  会   下條恵理子 会場監督 

斉  唱 「四つのテスト」 
 

会員出席報告  

 
欠席者：今井会員、菅野会員、神谷会員、河西会員、坂本耕会員 

髙木会員、都倉会員、上野会員 
 
お客様紹介   
☆小川 湧三様 （川崎鷺沼 RC） 

☆エンクトル ビルグーン様（米山奨学生） 

 

クラブフォーラム 徳安久是 職業奉仕委員長 
 
職業奉仕はロータリーの永遠の課題であり、それを

受け継いで今日がある。 

ロータリーガイドブックにも時代の変遷が書いてあ

るのでよく読むと良い。 

職業奉仕はロータリーの哲学にたどり着く。 

時代変遷に合わせて初代の頃の哲学が素晴らしいの

は当然であり、時を経て現在の形も必要である。 

現代社会に合った形を作るのことが大切であり、ど

れも否定することなく時代に合わせて、ひとりひと

りの考え方をまとめればおのずと方向性や答えがで

ると考えている。 

 

【4つのテスト】 

１．その事業や取引に嘘偽りがないか。 

２．事業関係者、全てにおいて公正か。 

３．企業の信用を高めよりよい人間関係を築けるか。 

４．事業関係者のためになる？ 

この４つになると結論づけた。 

 

未だに職業奉仕とは何かと問われる永遠の課題とし

て以下本日のメンバーで職業奉仕の考え方を発表し

ていく。 

 

【宮崎会長】 

私がロータリーに入会したきっかけが職業奉仕の考

え方でした。 

今年の会長テーマでも「職業奉仕を再び考え直そう」

と計画するほど職業奉仕は大きく占めています。 

自分の関わっている仕事のスキル、専門性を高める

ことによって、社会に貢献する。 

そういう事業を行うことにより生活が潤う事になる

と思い、私は職業奉仕の考え方が重要と考えていま

す。 

 

【市川】 

ロータリーの目的は 

１．知り合いを広めることによって奉仕の機会をす

ること。 

２．職業上の高い倫理基準を保ち役立つ仕事は全て

価値あるものと認識とし社会に奉仕する機会と

しててロータリアン各自の仕事を高潔なものに

すること。とある。 

本 日 
会 員 数 出 席 欠 席 出 席 率 

２３名 １１名 １２名 ５７.８９％ 

前々回(2 月 17 日) 欠席 3 名 Make up 2 名 ６６.６７％ 
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『奉仕しよう みんなの人生を豊かにするに』 Serve to Change Lives 

ＲＩ会長 シェカール・メータ 第２５９０地区ガバナー 小倉 正 

宮崎会長 労務管理ワンポイント  
「130万円の壁の誤解」について  
夫の社会保険（健康保険と年金を指していま

す）の扶養の扶養条件である年収 130万円（いわ

ゆる 130万円の壁）に関して誤解が非常に多いで

す。 所得税の年収 103 万円（配偶者控除の 103

万円）に関しては 1 月から 12 月の年収で見ます

が、社会保険の年収 130万円というのは 

1月から12月の年収で見るわけではありません。 

扶養かどうかは「これから先 1年間に得る収入の

見込み額」で見ます。将来の年収が 130万円にな

るかどうかです。具体的には月給 50 万円で 1 月

から 6 月まで働いた主婦が退職し、7 月以降無職

だった場合年収は 300 万円ですが、7 月以降無職

であれば扶養に入れます。一方で 1月から 6月ま

で無職だった主婦が、7 月 1 日にパートで就職し

てその契約が月収 11万円の半年契約だったら、7

月 1 日以降は扶養には入れません。1 か月の月収

が 108,333 円を超えていたら年収換算し 130 万

円超になるので扶養にはなれません。 

130 万円÷12 か月＝108,333 円年収 130 万円では

なく、月収 108,333円に注意すべきなのです。で

すから「年収 130万円の壁」ではなく、 

「月収 108,333円の壁」と表現した方がいいと思

っています。 



この２つが職業奉仕の事を指していると考えられる。 

1905年当時アメリカは職業の倫理もない状況だった。

今はどうなのか。その当時のアメリカも日本も時代

も変わり、ひとりひとりの価値も変わり、仕事の内

容も変わり、さらに「倫理基準」も変わってきてい

る。 

その中で社員、社員同士、お客様にもきちんとした

対応をする。その結果、職業奉仕ができると考える

ことができるのではないしょうか。 

ジェクトでは毎月ｔｈａｎｋ ｙｏｕカードを出し

ていて、「何か頼まれごとなどをしてくれたらお礼

のカードを出し合う」ようにしている。またスピー

ド対応カードもあり、すぐやってくれたことにお礼

をする。 

これらを月 1 回集計して褒め合う仕組みを入れて社

員同士の長所を見る力やコミュニケーションを高め

ている。社員の見る環境が変わればお客様にも良い

質の仕事が提供できると考えて実行している。 

 

【内藤会員】 

４つのテストを唱和して、職業奉仕の意味を考えて

いたが、自分自身が「労働者」であり、1 人でやっ

ていると今まで思っていた。 

しかし改めて考えて農業と言う仕事を活かすために

最近の取り組みとして小学生、カラダの不自由な方、

シニア層の定年された方を畑にお誘いして、働いて

もらっている。それは無報酬であるが、そういった

ことも職業奉仕のひとつと考えています。 

普段の仕事を大切にして皆様のお役に立つことが職

業奉仕のひとつと考えている。 

 

【遠藤会員】 

職業奉仕の話しの連絡があった時に、調べてみた。

「調べれば調べる程、わからなくなった。」 

しかし職業奉仕自体が永遠の課題であることがわか

った。 

私の話しとして、まずボランティア団体を作ること

が最初で職業ではなかった。 

ボランティア活動を作るきっかけも中原区など川崎

市にハワイアンイベントをやる団体がなかったため、

地域貢献として団体を立ち上げた。最近ではコロナ

禍のイベントが中止となり、対応に追われてたりし

ながらもイベント費用の１００％返金を実行してい

ると、思わず寄付もいただけることがあった。 

ボランティアから逆に発展して職業奉仕に繋がれば

良いと考えています。 

 

【下條会員】 

ピアニストをしながら姿勢調整師として、「心と体

の幸せ届ける仕事」をしています。今回は音楽のこ

とに焦点を当ててお話します。まずこのコロナ禍、

不要不急の外出ができないことによりコンサートが

開催できない、イベントができない状況となった。

その時に音楽の意味を考えた。音楽を聴くことで

「生きててよかった」と思ってほしい。特にクラシ

ックは 400 年前に作られたがその音楽の魂を現代に

も伝えたい。音楽で伝記を伝えたいということに気

づいた。 

音大も少なくなり、音楽家になりたい人も減り、ユ

ーチューブなどの売れるもの、ポップスなど人気が

あるものに偏ることなく、クラシックの魅力を含め、

未來の音楽家の人への企画など日本から芸術家を育

成できる環境をつくりたい。音楽を伝える事を職業

奉仕と考えています。 

 

【井元会員】 

ロータリークラブが職業奉仕の団体と知らずに入会

した。内藤さんと市川さんから話しを聞いて入って

みて職業奉仕を知った。 

大学時代に起業しているため企業努めをしたことが

なく、カイロプラクティック一筋で来た。しかし、

19 年前からアメリカでカイロプラクティック哲学や

職業倫理を徹底的に叩き込まれたため、私にとって

は職業イコール職業倫理があるものと考えている。 

他の仕事でも同じと考えているので、その哲学を合

わせていくことが職業奉仕だと考えた。 

今後を見据えて、もっと人の役に立つ工夫が必要。

例えば、コロナ禍ではカイロプラクティックは直接

手技のため業績がかなり影響されるが、社会に役に

立つことが何かを考えて知識の提供や講演活動など

ができた。 

障害福祉なども重要と思っている。昨年障害者グル

ープホームを作り、今後放課後デイサービスも行う。

職業とは広がるものであり、そこに集まっているの

がロータリーとも思っている。 

昨年職業奉仕委員長をしていたが、実際には他の職

業を知ることは難しく、もう少し職業奉仕を身近に

感じるよう例会でも発信できる環境を作りたい。 

 

【小林会員】 

1905年にロータリーが誕生したものが 

「互恵と親睦」でした。 

親睦は字の通りですが互恵とはお互いに助け合うこ

とででした。 

色々な反発や対立があり。今日に至って職業奉仕が

できているが、互恵もあっても良いと個人的に考え

る。 

肝心なのは職業を何のためにするのか。自分の利益

を得る事なのか。お金儲けなのか。色々な考え方は

あるが基本仕事は人のためにすると自分は思ってい

る。人に喜んでもらえるようにする。自分に無形の

ものでも恩恵が必ずある。職業方針の理念は深く一

概には言えませんが考え続けることが大切。 

 

【ビルグーンさん】 

（学生の立場から）難しいと課題かと思います。 

皆様の話しを聞いていて感じた。 

 

【神林会員】 

職業を通して社会に貢献する。仕事をすることで本

人、家族、周りの人、社会全体が豊かになると示さ

れている。 



それに職業奉仕を照らし合わせてみると地域に役に

立つことと思う。 

この街のベストサポートになることが自分の考えで

す。 

 

【江口会員】 

皆様の発表でほとんど出ている内容でした。 

私の立場からひと言。 

税金支払って社会に貢献することは一番の職業奉仕

と考えられる。身近なところに職業奉仕はあると思

います。 

 

【大羽】 

自分で決めていることがあり、 

自分の人生を楽しんで人の役に立つ。楽しむだけだ

とわがままになる、他人に奉仕するだけでもボラン

ティアになる。そのバランスを取ることが奉仕と言

う意味合いに近づけると考えています。 

 

【まとめ】 

英語の解釈でサービスとボランティアの違いを考え

る。 

職業奉仕は両方を求めている。 

サービスは利益があってもよいこと。安くするだけ

でなく、適正な価格をもらうこと。ＧＩＶＥ＆ＴＡ

ＫＥが重要。 

しかし、奉仕はＧＩＶＥ＆ＧＩＶＥであるので解釈

が難しくなる。 

ロータリアンが集まったクラブがロータリークラブ。

ロータリークラブの会員がロータリアンではない。

ロータリアンとは４つのテストに記載あることも含

めて想いを持った人々が集まるという考え方が大切

であり哲学と考える。 

しかし、時の流れで団体優先の発想や塊としての活

動で職業奉仕が問われるのは懸念しなければならな

い。 

個人の職業をもって世の中に還元していく。その

人々がロータリアンと思えた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ニコニコ報告    
◆川崎鷺沼 RC 小川 湧三様 

 皆さんによろしく 
 
◆宮崎玲児会長・内藤松雄副幹事 
昨夜の地震は怖かったですね。11 年前を思い出しま
した。今日は職業奉仕のクラブフォーラムです。 

宜しくお願いします。 
 

◆下條恵理子会員 
 春になり、ようやく生演奏のコンサートが決定いた
しました！この 2 年コロナの影響で約 2 年ぶりの開
催です。色々な葛藤もありましたが、やはり生演奏
で届けられることは嬉しいです。 
誕生日前日 4月 24日がんばって参ります！ 
  

◆SAA一同 
 春らんまん。花粉も飛びかいますが、さわやかで気

持ちの良い気候ですね。 
早朝例会、皆様で素敵な時間を過ごしましょう。   

◆親睦委員会一同 
 昨日夜の地震怖かったです。 
普段から防災の心構えを持ちましょうね。 
 

◆「みんなニコニコ」 
 市川 功一会員・徳安 久是会員・江口 進会員 
神林 久雄会員・遠藤 久乃会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ニコニコボックス 本日 11,000 円 累計 276,500 円 

記念日ニコニコ 本日 0 円 累計 60,000 円 



 
会長報告 宮崎 玲児 会長（4月 7日）  
１．理事会報告  
 
２．ウクライナに対する人道的活動支援の募金箱を回

させて頂きます。ご協力お願い致します。 
 
 
幹事報告 江口 進 幹事（4月 7日）    
１．地区からの来信 

①RID2590 職業奉仕講演会のご案内が届いております。 

 日時：2022 年 5 月 18 日(水) 15：00-17：00   

会場：はまぎんホールヴィアマーレ 

「人を大切にする経営が地域を創る」経営学者・ 

人を大切にする経営学会会長 坂本光司氏 

 １クラブ5名まで クラブ負担金：1クラブ 5,000円 

 送金･返信期日：4 月 22 日 

 

②2021-22 年度 岩沼市千年希望の丘 育樹活動のご案内
が届いております。 

 日時：2022 年 5 月 21 日(土) 12：00 仙台駅集合 

 場所：宮城県岩沼市押分須加原「千年希望の丘」 

防災盛土エリア 8 号から 9 号 

※ご案内状をポスティングしました。 

参加ご希望の方は、事務局までお知らせください。 

 

③第 7 回 日台ロータリー親善会議 福岡大会のご案内が
届いております。 

 日時：2022 年 5 月 6 日(金)16：00～  

会場：ホテルニューオータニ博多 

※パンフレットをポスティングしました。 

参加ご希望の方は事務局までお知らせ下さい。  

 

２．東京 東大和 RC より、創立 50 周年記念講演会の
ご案内が届いております。 

 日時：2022 年 5 月 14 日(土)15：00～17：00   

会場：東大和市民会館 + YouTube ライブ配信 

※パンフレットをポスティングしました。 

参加ご希望の方は、東京 東大和 RC まで。 

 

 

３．他クラブ例会臨時変更 
●川崎ﾏﾘｰﾝ RC  

4 月 7･14･21 日(木) ハイブリッド例会 
4 月 28 日(木) 休会 
 

●川崎高津 RC  
4 月 7 日⇒9 日(土) 移動例会「献血活動」 

溝の口駅前 
4 月 14 日(木) 移動例会 職場見学： 

川崎スカイブリッジ 
 

●川崎幸 RC  
4 月 8 日(金) 親睦移動例会  

米山梅吉記念館 日帰りバス旅行 
4 月 29 日･5 月 6 日(金) 休会 
 

●川崎とどろき RC  
4 月 11 日･25 日(月) 休会 
 

●川崎大師 RC 
4 月 20 日(水)  移動例会 カルッツかわさき小体育

館にてボッチャ大会 12：00～ 
4 月 27 日(水) 休会 

 
●川崎中 RC  

4 月 26 日(火) 休会 
 
●川崎西 RC  

4 月 29 日･5 月 6 日(金) 休会 
 
 

◇本日例会終了後に、被選理事会を開催します。 

次年度理事・役員の皆様、ご出席をお願い致します。 

 
 
 

 
 
 
 

 
例会情報 

  
４月 ７日(木) 点鐘 12：30 
卓話：(一社)選挙制度実務研究会 代表理事  
小島勇人様（市町村職員中央研究所客員教授） 
 

４月２１日(木) 点鐘 7：15（早朝例会） 
第 1回 被選クラブ協議会  
 

５月１２日(木) 点鐘 12：30 
卓話：防衛大学校教授 坂口大作様 

(元一等陸佐） 
 

５月１９日(木) 点鐘 18：30 
  創立 35周年記念例会 

 
６月 ２日(木) 点鐘 12：30 
  クラブ協議会 

 
６月１６日(木) 点鐘 18：30 
  ファイナル例会 


