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-ゲ ス ト ビ ジ タ ー の 紹 介 磯部芳彦 PAG ようこそいらっしゃいました。本日
は RI 第２７８０地区職業奉仕委員長として卓話をし
てくださいます。よろしく
お願い致します。

-本 日 の プ ロ グ ラ ム 職業奉仕の理念について

～ＲＩ第 2780 地区職業奉仕委員会委員長
彦様（座間ＲＣ）～

磯部芳

職業奉仕は，実は簡単です！
一生懸命仕事をする。 これが実践の道です！！

-会 長 報 告 ○ガバナー事務所 より
・第５回日台ロータリー親善会議のご案内
2016 年６月５日(日)石川県立音楽堂コンサートホール
・危険ドラッグ撲滅ポスター送付について
・ＲＩテーマの件
ROTARY SERVING HUMANITY
「人類に奉仕するロータリー」
・第９回地区青少年奉仕委員会/アクターズミーティング/一
泊研修実行委員会開催のご案内
２月１３日（土）１３：00～第一相澤ビル
・2 月ロータリーレート 1 ドル＝120 円
・米山奨学生の世話クラブとカウンセラーお引き受けについ
てのお願い
フィン・リン・フォン（女性）ベトナム国籍 東海大学
○公益財団法人ロータリー米山記念奨学会 より
・特別寄付金明細書 郵送送付廃止
ファイル共有サービス導入
○座間 RC より
・例会へのお誘い
平成 28 年２月３日（水）「難民支援の現場から」
石川えり様 難民支援協会 代表理事
が届いております。

厚木 RC の前島憲司様，
ようこそいらっしゃいま
した。週報作成者佐藤と
同業者ですが，ロータリの席で初めて一緒になりまし
た。ゆっくり楽しんで行ってください。

-委 員 会 報 告 ［川添勝憲親睦委員長］

12 月 23 日のクリスマス親睦
例会について，すばらしい集合
写真が出来上がりました。出席
者の方は是非一家に一枚ご購入
下さい。
価格は４４０円のところ，今回
特別に５００円で販売いたしま
す。差額はスマイルに入れさせ
ていただきますとのことですの
で，皆様協力しましょう。

-幹 事 報 告 ○例会変更
・海老名ＲＣ
・海老名欅ＲＣ

[笹生誠インターアクト委員長］

が届いております。
○理事会報告
・２月２１日ロータリーデイについて
厚木３クラブ合同で，昨年設置した看板の裏側に
シールを貼ります。引き続き駅前清掃を行います。
午前１０時に駅前花の広場集合でお願いします。

３月２６日～２７日に七沢自
然ふれあいセンターにおいて，
インタ―アクトの一泊研修が行
われます。厚商からも９名参加
します。ロータリアンもぜひご
参加ください。
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-会 員 誕 生 -

―ス

山本道子会員，お誕生日おめで
とうございます。
○１歳になられたそうです。ス
マイルを見れば年齢はばれます
けど…。
幹事の仕事をこつこつと続けて
いかれたいと抱負を述べておら
れました。

－卓
話―
職業奉仕の理念について
磯部芳彦 R I2780 地区職業奉仕委員長
今年から新年早々職業奉仕月間
となります。職業奉仕については，
多くの声が難しいと言われますが，
調べてみたら簡単です。また，つ
まらないともよく言われますが，
確かにつまらないです。
ロータリーの職業奉仕の理念に
ついては，その沿革を知ることで
理解を深められます。すなわち，
1910 年のシェルドンのスピー
チから始まっておりますが，
1989 年の規定審議会で「職業
宣言」8 項目であったものが，2011 年ロータリー行動
規範となり，2014 年に集成項目となって，2014 年
10 月には 1 項が削除され 4 項目となりました。「事業
や職業における特典を他のロータリアンに求めない」と
の項目が削除された意味を皆様も考えてください。
4 つのテストについては，商売を行う上での倫理基準
を示したものです。「売り手よし，買い手よし，世間よ
し」という言葉があるように，日本では近江商人の時代
から日本の経済人の常識でありました。しかし当時の欧
米や現代の中国では常識的ではなかったことから，4 つ
のテストや職業奉仕による行動規範が求められたのです。
他人を尊重する，思いやるという超我の奉仕の精神は
日本人の気質であります。このような職業奉仕の精神や
4 つのテストは日本では既に根付いているものといえま
す。だから，職業奉仕は簡単だと，理解してよいのです。
要は，一生懸命仕事をする，これが奉仕の実践となるの
です。
―例会スケジュールー
日時
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★ゲストのスマイル
[ＲＩ第 2780 地区職業奉仕委員
長 磯部芳彦様（座間ＲＣ）]
本日，お世話になります。
職業奉仕月間，よろしくお願い申
し上げます。
[前島憲司様（厚木ＲＣ）]
厚木ＲＣの前島です。メイクでお
邪魔しました。よろしくお願いし
ます。
★クラブのスマイル
［小島会長，佐々木副会長，城所会長Ｅ，山本幹事］
皆様こんにちは。本日は職業奉仕月間にちなみ，磯部
地区職業奉仕委員長による卓話です。担当委員長の小島
委員長よろしくお願いします。磯部ＰＡＧようこそ。本
日は宜しくお願いします。厚木ＲＣ前島様，ようこそ。
［西村弘司会員，原田孝一会員］
地区職業奉仕委員会委員長磯部様，本日はようこそお
いで下さいました。卓話楽しみにしています。
［小島正伸会員］本日は，磯部さん，卓話に来ていただ
きありがとうございます。今月は職業奉仕月間なので，
職業奉仕についてお話しいただきます。
［ＳＡＡ中野正義会員］本日は磯部芳彦地区職業奉仕委
員会委員長の卓話です。期待してます。どうぞよろしく
お願い致します。厚木ＲＣの前島さんようこそ。ごゆっ
くりしていってください。
［建部覚会員］磯部地区職業奉仕委員長，ようこそいら
っしゃいました。本日の卓話，楽しみにしています。
［藤川孝幸会員］磯部地区職業奉仕委員長，厚木ＲＣ前
島先生，ようこそ我がクラブへ。どうぞゆっくりおくつ
ろぎ下さい。前島先生，ニコちゃんのネクタイ素敵です。
［山本道子会員］1 年前に還暦を迎えてから早 1 年。昨
年 11 月 1 日に初めての孫が生まれ，外見・実情ともに
どんどん「ばあさん」への道を歩んでおります。これか
らもどうぞよろしくお願いします。
［星野一輝会員］先日は妻の誕生日に素敵な花束をあり
がとうございました。おかげさまで点数かせぎ（？）が
できました。あらためて女性に花束を贈る，その効果を
確認いたしました。感謝申し上げます。
[松井岳也会員]先週，]妻の誕生日に赤いバラの花束をあ
りがとうございました。妻はサプライズにとても喜んで
いました。重ねてありがとうございます。
[織原利久会員]妻の誕生日の花ありがとうございました。
今年は忘れていませんでした。山崎さん，写真いつもあ
りがとうございます。
[柴田淳之助会員]所用のため早退します。
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