
第１４０２回例会 ２月 ３日（金）定例理事会・招聘卓話  ホテルモリノ 

第１４０３回例会 ２月１０日（金）招聘卓話        ホテルモリノ   

第１４０４回例会 ２月１７日（金）会員卓話        琴 平 会 館  

 

【開会点鐘】                           宇津木 茂夫 会長  

【S. A. A】                               蓬田 忠 委員 

【 例 会 場 】                              ホテルモリノ 

【 ソ ン グ 】          ロータリーソング『四つのテスト』 

【ゲスト・ビジター紹介】       宇津木 茂夫 会長 

◆野口 隆史 様  第２５９０地区 奉仕プロジェクト委員会  

委員長 (神奈川 RC) 

◆縄嶋 周治 様  第２５９０地区 職業奉仕委員会 委員 

 (横浜戸塚 RC)    

 

 

 

 

【会長報告】                      宇津木茂夫 会長 

１．ガバナー事務所より、 

〇『2023-24 年度地区補助金対象プロジェクト』の検討及び

申請依頼が届いております。 

〇『メルボルン国際大会』の参加人数のお問い合わせが届

いております。 ※当クラブからは 2 名（鈴木憲治会員と木

村良三会員）参加で報告済み 

〇入会３年未満の新会員を対象にした『フレッシュ交流会』

開催のご案内。３月２４日（金）17:00～20:30  ヨコハマグラ

ンドインターコンチネンタルホテル   会費 1人 5,000円 

〇ロータリーリーダーシップ研究会『卒後コース』開催のご案内。 

  ２月２１日(日)9:00～15:15 オンライン（ZOOM） 参加費無料 

２．Ｒ米山記念奨学会より、 

〇今年度下期普通寄付送金依頼が届いております。 

※会員１名 4,500円×28名＝126,000円 １/１８送金済み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇米山功労クラブ感謝状が届いております。 

〇『ハイライトよねやま 274号』のご案 

内が届いております。 

３，Ｒ財団より 

〇年次寄付『マルチプル・ポール・ハリス・フェロー』Ｐｉｎが

木村 良三会員へ届いております。   

〇確定申告用寄附領収証が届き 

ましたので、お渡ししております。 

４．“社会を明るくする運動”麻生区 

推進委員会より、「ホゴちゃんぬ 

りえ展示会」のご案内が届いております。１月２７日（金）～２

月８日（水）9:00～21:00 麻生市民館３階ウォールギャラリー 

５．かわさき市民アカデミーより、2023年度前期『講座のご案内』

が届いております。 ※卓上資料に添付いたしましたので、

ご興味のある方はお持ち帰り下さい。 

【幹事報告】                       木村 良三 幹事 

★例会変更 川崎ＲＣ／川崎中央ＲＣ／新川崎ＲＣ 

★会報着 ◎川崎とどろきＲＣ 第１０３４回（10/3）～第１０４１回（12/19） 

【出席委員会】            大野 勉 委員長 

例会 会員 出席 欠席 修正 出席率 

1401回 28 16 12  69％ 

1400回 28 19 9 1 71.4％ 

1399回 28 18 10 3 75％ 

 

 

 

 

 

［例会日］第 1・2金曜日 12：30〜13：30［例会場］ホテルモリノ新百合丘 7F TEL：044-953-5111 

［例会日］第 3・4金曜日 12：30〜13：30［例会場］琴 平 会 館 ほか 

※第 5金曜日  休会または移動例会,他 連絡先：川崎麻生ロータリークラブ事務所 TEL：044-951-1322 

第 1401 回 例会記録 2023 年 1 月 27 日（金） S.A.A.委員長 碓井 美枝子 

 

 

     

 



【委員会寄付】             

委員会 第 1401回(件数) 合 計 

ニコニコ委員会 17件 ￥19,000 

米山記念奨学委員会 1件 ￥5,000 

【ニコニコ委員会 メッセージ】  鈴木豊成 社会奉仕委員長 

〈お客様〉 ◆地区職業奉仕委員 縄嶋周治様(横浜戸塚ＲＣ) 

【地区の職業奉仕委員会よりまいりました縄嶋です。卓話させ

て頂きますので宜しくお願いします】 

◆地区奉仕プロジェクト委員長 野口隆史様(神奈川 RC) 

【本日は縄嶋さんの卓話を聞きに参りました。お世話になります】 

〈会員〉 ◇宇津木茂夫会長【野口様、縄嶋様 ようこそ】 

◇木村良三幹事 ◇圓城寺広明会員【縄嶋様よろしくお願いします】 

◇大野勉会員【縄嶋様卓話宜しく、野口様お久ぶりです】 

◇志村幸男会員 ◇蓬田忠会員【縄嶋様卓話宜しくお願い致

します】 ◇長瀬敏之会員【寒いですね！】 

◇花輪孝一会員【寒さに負けずに！】 

◇青戸慶太会員 ◇梅澤馨会員 ◇親松明会員  

◇梶俊夫会員 ◇佐々木範行会員 ◇鈴木昭弘会員  

◇鈴木豊成会員     以上、ご協力ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

【米山記念奨学委員会】            親松明 委員長 

◇親松明会員      以上、ご協力ありがとうございました。 
 

【卓話】 職 業 奉 仕 とは    

第２５９０地区 職業奉仕委員会 

         委員  縄嶋 周治 様   

【宇津木会長によるご紹介】 

2010年8月 横浜戸塚RC入会、ク

ラブ幹事、副会長等歴任。今年度 

の地区職業奉仕委員会の委員。〈職業分類〉石材加工販売 

今月は職業奉仕月間ですので、委員会メンバーが手分けして 

各クラブを訪問して卓話を行っております。 

◆職業奉仕の概念 

職業奉仕とは、“仕事をする中で仕事の立場や能力を思いや

り、能力を活かし、他人のことを思いやり、他人のために尽くす

こと“だと思います。 

「ロータリーの目的」第２項」で職業の奉仕の基礎として、 

*職業上の高い倫理基礎 *役に立つ仕事は全て価値あるも

のという認識 *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。 

これらの理想に本来込められているもの、 

１） 雇主・従業員・同僚への誠実・忠実さ、また、この人達や同

業者・一般の人々・職業上の知己すべての校正な扱い。 

２） 自己の手腕を社会の問題やニーズに役立てること。 

ロータリーの目的  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。具体的には、 

１） 知り合いを広めることによって奉仕の機会とする。 

２） 職業上の高い倫理基準を保ち、役立てる仕事はすべて価

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。 

３） ロータリアン一人一人が、個人として、また事業および社

会生活において、日々奉仕の理念を実践する。 

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。 

◆職業奉仕の歴史 

アーサー・フレデリック・シェルドンが提唱〈省略あり〉 

１９２１年の国際大会で発表した「ロータリーの哲学」と題するス

ピーチで職業奉仕の理念を提唱。 

◆倫理的行動を実践するための指針 

〇四つのテスト 1932年ハーバート・J・テーラーにより制定 

〇ロータリアンの行動規範（ロータリー章典より） 

・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。・取引すべてにおいて公正に務め、相手とその職

業に対して尊重に念をもって接する。・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との生活の質を高める。 〈以後省略〉 

◆これからの職業奉仕 

*ESG投資(環境・社会・統治） *SDGｓ(持続可能な開発目標) 

*DEI(多様性・公平性・包括性) 

職場や地域社会において模範を示し、高い倫理基準を推進し

実践する。 

◆職業奉仕の実現 

*委員会が情報を提供し語り合う。*「奉仕の理想」にかなう行

動を起こすにはどうすればよいかを考える。*成功例や失敗例

の卓話やフォーラムを行う。*会員の職業（専門的知見）を生か

した奉仕を行う。＊四つのテストを例会等で唱和する。 

◆まとめ 

*職業奉仕は、自分の仕事を行うこと

が他人に対する奉仕と同じだという考

え方。 *自分の仕事を行うことも取引

相手にもメリットがある。 *顧客に満

足感を与えることこそが奉仕。 

〈以下省略〉 

 

 【四つのテスト】長瀬 敏之会員 【閉会点鐘】宇津木茂夫会長             

【会報委員会】 大石 佳 委員長 写真：大野 勉 副委員長 

 

   

 

  

卓話を有難うございました。 


