UTSUNOMIYA SOUTH ROTARY CLUB

2021-2022 年度 第 1923 回例会
宇都宮南ロータリークラブ会報
会長：関口

隆

幹事：佐々木 隆

広報委員会リーダー：仲田俊夫

例会場及び例会日：ホテルニューイタヤ≪水曜 12：30≫
事務所：宇都宮市大通り 2-4-6 ホテルニューイタヤ内
TEL：028-635-5511（ホテルニューイタヤ）

1月

第 2 例会

2022 年 1 月 19 日(水)
名
司

会

会員数 55 名

出席 30 名

横尾

憲一 会場監督（S.A.A）

関口

隆 会長

§ ロータリーソング「我等の生業」

会長挨拶
皆さんこんにちは。

1 月は職業奉仕月間ですので、地区職業奉仕委員の田中正夫会員に卓話をお願い致しました。私が入会
したころは、ロータリーの中で金看板と言われておりましたが、この「金看板」という言葉を聞かなくな
って久しくたちます。職業奉仕がいかに大切かというのを今日は勉強してください。
今日は、皆出席表彰があります。今年度は連続皆出席の月に表彰をすることとなりました。このバッチ
を付けている会員の方には敬意を評してください。よろしくお願い致します。
【皆出席表彰 会員証 見本】
30 年以上ダイヤ入り

20 年以上ルビー入り

皆出席表

坂本 昭一 会員

2007 年 1 月より満 15 か年

山本 敬三 会員

2012 年 1 月より満 10 か年

10 年以上サファイア入り

年数タブ
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米山記念奨学会委員会報告

山本

敬三 委員長

米山功労者 表彰
マルチプル米山功労者
第 8 回 村上芳弘会員
第 7 回 鈴木秀明会員
第 6 回 平澤照隆会員
第 5 回 藤井康夫会員
第 2 回 青木克浩会員・佐々木 隆会員
第1回

小保方明美会員

地区委員 委嘱状
仲田俊夫会員

第 3 グループ B ガバナー補佐

長谷川博夫会員 RYLA 委員
藤島

拓会員

インターアクト委員長・危機管理委員

田中正夫会員

職業奉仕委員

岩本一男会員

RLI

DL 委員

関口

隆会員

RLI

DL 委員・ロータリー情報委員

磯貝

太会員

インターアクト委員

幹事報告

佐々木

隆 幹事

§ 本日は、ミリオンダラーとなっております。
§ 職業奉仕月間として地区職業奉仕委員の田中正夫職業奉仕委員長の卓話となります。
§ 地区大会 DVD が届いております。(配布)
§ RLI 研修会が 1 月 21 日(金)開催されます。
§ スペシャルオリンピックスニュースレターが届いております。(回覧)
§ 宇都宮ロータリークラブ創立 70 周年記念が 2 月 12 日開催予定でしたが延期となります。

次年度理事会報告

猪瀬

龍之介 会員

§ 本日、PM6：30 から被選理事会を開催致します。

40 周年実行委員会報告

村上

芳弘 実行委員長

§ 本日、PM1：30 より 40 周年記念実行委員会を開催致します。
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スマイルボックス委員会報告
§関口

隆会長

青木

克浩 会員長

田中正夫職業奉仕委員長の卓話、楽しみにしております。頑張ってください。スマイ
ルします。

§平澤照隆副会長

本日の卓話、田中正夫会員よろしくお願い致します。

§田中正夫会員

職業奉仕のお話をさせていただきます。よろしくお願い致します。

§仲田俊夫会員

田中さんの卓話ご苦労様です。

§村上芳弘会員

今日の夜、PM6：30 から被選理事会及び PM1：30 より、40 周年記念実行委員会を開催
致します。

§関 享一会員

明日は暦の上では大寒です。速いものであっという間に病気発症から 6 年 8 か月が過
ぎましたが、如何にかこうにか元気に生活をしています。これもひとえに、皆様から
のお力添えのたまものです。これからも七転び八起の精神で悔いのないように頑張っ
て行きたいと思います。この様な自分ですがよろしくお願い致します。

§若林博純会員

明日のゴルフ、膝が痛いけれど楽しみにしております。

§中野智之会員

今日も元気にスマイルします。

§川又俊二会員

先日、車の製作が間に合わず、社員が手伝ってくれると言わずに手伝ってくれました。
朝 4 時まで一緒に作業してくれました。昔の創業時の事を思い出しました。でもこれ
はダメな事なので、しっかり時間のマネジメントをして、良い会社にして行こうと思
いました。でも、すごくとっても嬉しかったです。

§横尾憲一会員

今年、初スマイルです。オミクロンをしのげば元通りの世の中になると信じています。

§川辺康子会員

新年会ありがとうございました。素晴らしいキュンキュン♡な 1 年になれそうです。

§青木克浩会員

本日の田中正夫職業奉仕委員長の卓話、楽しみにしております。

多くの会員の皆様にご協力戴きありがとうございました

12 名

金額

12,000 円

地区委員卓話

田中

正夫 地区職業奉仕委員長

「職業奉仕について」
職業奉仕とは何でしょう
私は職業奉仕という言葉が大好きです。ロータリークラブに入会して
一番良かったのはこの言葉に出会えたことです。地区委員にならないかとのお声がけをいただいたときも、
職業奉仕委員会ならお引受けしますとお答えしました。
今月は職業奉仕月間ですので、地区職業奉仕委員並びに当クラブの職業奉仕委員長として、職業奉仕に
ついてのお話をさせていただきます。
「職業奉仕」という言葉は「Vocational

Service」を訳した言葉です。ロータリークラブは職業人の集

まりですから、皆さんは職業の意味は当然に理解しているはずです。問題は「奉仕」の意味をどう考える
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かです。封建時代が長かった日本では「奉公」あるいは「滅私奉公」という言葉があるように、自分を抑
える、あるいは自己犠牲のイメージが一般的には強いと思います。
「サービス」という言葉も無料という意
味で使われたりしています。日本語としての「奉仕」を辞書で引くと「利害を離れて国家や社会のために
尽くすこと」
「商人が品物を安く売ること」などと書かれています。またインターネットで「奉仕」を検索
すると「奉仕とは報酬や見返りを求めずに労働や行動を行うこと。自分のことではなく他人のことを考え
て行動すること。私心を捨てて社会や他人のために尽くすこと。対価が発生する場合は奉仕とは言わない。」
などと出てきます。これが誤解を招いたり難解だと言われたりする原因となっています。
「職業」とはお金を儲ける手段であり、自分の為にすることで、他方「奉仕」というのは世のため人の
為にすることで自分以外の人の為に何かをすることであって「自分のための職業」と「他人のための奉仕」
はエネルギーの方向が逆、これを一つにするのがロータリーの職業奉仕であるという記事を見ました。ロ
ータリークラブに入会することによって、方向が逆ではなく同じ方向であるということに気づく、あるい
は再確認するということになるわけです。
私は、奉仕とは「できるだけ人や社会の役に立とうと努力すること」という意味で使えば良いと考えて
います。そのことへの対価を求めるのは職業人として当然です。
「最もよく奉仕する者、最も多く報いられ
る。
」というシェルドンの言葉の意味が、最近になってより深く理解できたような気がしていますが、シェ
ルドンは「職業は社会に奉仕する手段である。」という言葉も残しているようです。同感です。これこそが
職業奉仕を端的に表していると思います。
私は「職業とは人の役に立って生活の糧を得ること」と定義したいと思います。まさしく生業です。ロ
ータリーソング「我らの生業」は職業奉仕を歌っています。ロータリーソング「奉仕の理想」もなかなか
良いと思っています。
「御国に捧げん我らの生業」は現代の表現では「われわれひとりひとりの職業を一生
懸命に行って世のため人のためになろうではないか！」ということになると思います。
「社会奉仕」や「国際奉仕」や「青少年奉仕」それから「例会への出席」と「親睦活動その他の活動」、
これらは職業奉仕の手段という捉え方を私はしています。これらの活動によって、視野が広がり、感謝さ
れる喜びを味わい、多様性に触れることによって考え方が柔軟になり、信頼と信用を獲得し、人脈が充実
し、より良い職業奉仕ができる。これがロータリークラブの本質であると考えています。
職業奉仕活動は団体ではできません。会員ひとりひとりが自分の職業活動を充実させていくことが職業
奉仕です。そのために例会に出席し、卓話を聞き、時には自分が卓話者になり、出席者と会話を交わす。
社会奉仕活動などにも参加する。これらは全て会員自身のためです。そう考えるべきだと思います。私自
身がそう思っていますし、ロータリークラブの会員であることを味わってほしいと強く思います。
ロータリーの目的として「意義ある事業の基礎として奉仕の理念を奨励し、これを育むことにある。」と
掲げられています。最近「パーパス」という言葉をよく耳にするようになりました。組織や企業の存在意
義という意味で使われています。企業が存続し発展していくためには、社会の役にたつ存在でなければな
らないということがより強く意識されるようになってきたということだと思います。企業ですから利益を
上げなければなりませんが、そのためには奉仕の理念が奨励されるということが言えるかもしれません。
職業奉仕の理念を難しく考えてはいけないと思います。ロータリークラブの会員であることの幸せを、
少しでも多く会員の皆様に味わってほしいと願いまして、私の話を終わらせていただきたいと思います。
ご清聴ありがとうございました。
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出席報告

川辺

康子 委員

会員数

55 名

前々回

出席数

30 名

訂正率

欠席数

25 名

出席率

65.22％

12 月 8 日
64.58％

例会予定
第 1924 回
1 月 26 日(水)
招待卓話
宇都宮保護観察所 所長 西元雅夫氏
「更生保護について」

プログラム
2 月 2 日～16 日まで休会（2 月 23 日は法定休日）
企業 PR
ホテルニューイタヤ

恵方巻

ご希望の方は猪瀬龍之介会員までお申し出ください。

