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■国歌斉唱「君が代」

「職業奉仕の捉え方 ｣

■ロータリーソング「それでこそロータリー」

（ソングリーダー

古田哲朗 )

職業奉仕の捉え方の相違

会長の時間

日本のロータリーでは

■来訪者紹介

「職業奉仕」
⇩
「根幹」

職業奉仕の捉え方
青少年奉仕

と捉えています。

2022年 4月27日

熊本東南ＲＡＣ
熊本東南ＲＡＣ

森

一晟

中上桃菜

君

会長

吉田

嘉昭

奉仕の理想

⇒

奉仕の理念

君
日本のロータリー

世界のロータリークラブ

五大奉仕の中でも職業奉仕は、具体的な奉仕活動を伴う他の
奉仕部門とは違い、奉仕の理念の職業への適用を謳った「ロー
タリーの目的」の第２項目に通じる、他の奉仕部門の上位概念。
ロータリーの目的

第2

当然のように「職業奉仕」を他の奉仕と並ぶ、1つの奉仕部門
として位置づけて、自分の職業上のスキルを活かした奉仕活動
は、個人が行うものであれ、クラブが行うものであれ、すべて
立派な「職業奉仕」の活動として捉え、活発に実践されている。

職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はすべて価値
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こと。

標準ロータリークラブ定款

第6条

五大奉仕部門

「ロータリークラブの活動の実践的基準」として五大奉仕（ク
ラブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕、青少年奉仕）を列

■ウクライナ難民支援物資報告（会長 吉田嘉昭 )
ウクライナ難民支援物資 報告
4月6日(水)

準備・梱包・発送

2022.4.27

記しています。「職業奉仕」も他の四大奉仕と同様に、クラブ
の活動の実践的基準とされています。

他の四つの奉仕と区別して中核理念だとか上位概念だとかは

ジェシェフRC クリス・コスザルカ会長より

どこにも書いてありません。クラブは、社会奉仕や青少年奉仕

4月21日(木) AM12:44(日本時間 PM7:44)

ます。

などと同様に、職業奉仕の実践活動をすることが求められてい
これらはすべて「思い込み」過ぎないのではないか?

荷物の受け取りを確認できます。 明日、地元の人道援
助ステーションに送ります。 ありがとうございました。
心から、

※最も良く奉仕する者、最も多く報いられる

2016年規定審議会の改正

4月21日(木) PM8:15 (日本時間 4月22日(金) AM3:15)

4月20日(水) AM9:58(日本時間 PM4:58)
ポーランド

受取ました荷物の写真を何枚か送ります。
よろしく

ジェシェフRC に到着

標準ロータリークラブ定款第6条2

赤字が追加

るという認識を深め、あらゆる職業に携わる中で奉仕の理念

② 第2720地区WEBサイトに掲載
③ ロータリーの友へ投稿

Facebook

パストガバナー

硯川昭一

熊本東南クラブ様のご活躍、直前ガバナーとしまして、
日本中のロータリアンに向けて誇りに思います。

は、ロータリーの理念に従って自分自身を律し、事業を行う

どを活用して、社会の問題やニーズに応えて役立てる。そ

こと、そして自己の職業上の手腕を社会の問題やニーズに役

れをクラブのプロジェクトとして実施する。これもまた、

立てるために、クラブが開発したプロジェクトに応えること

職業で世の中に貢献し奉仕するということであり、クラブ

が含まれる。

が行う対外的な職業奉仕の実践です。

内向きと外向きの職業奉仕

⑴ カンボジアでの歯科検診と歯磨き指導（藤沢ＲＣ）

くなります。

ロータリアンの歯科医師が、カンボジア

❶ 内向き職業奉仕

定款の前文

職業倫理

I Serve

す。そして「奉仕の理念」や「四つのテスト」に照らして自
らを律し、自分の仕事を遂行します。自分の職場で、自分の
職業を通じて、奉仕の理念を実践し、世の中に貢献奉仕する。

❷ 外向き職業奉仕

(確定額)

定款の追加分

We Serve

会員の職業上の手腕を、社会の問題やニーズに役立てるた

176円/1セット(消費税含)×2,500本= 440,000 円
267,884 円

2016年4月、「私が助ける」「私が助かる」をテーマに、
を活用して、心肺蘇生訓練用模擬人体「ミニアン（CFR・

707,884 円

指導を毎年行っています。このエリア
は元々歯磨きの習慣が無く、虫歯になっ
ても抜けるに任せていたようです。
そこに歯科医師が出向いて行って、検診をし、歯磨きを指導し
ます。地区補助金を利用したり、クラブで活動資金を支援した
りしています。地元からは大変喜ばれており、これからもでき
るだけ継続していきたいと考えています。

職業奉仕、国際奉仕

(2)中学校での心肺蘇生法講習 (葉山RC)
心肺蘇生法を葉山町の親子向けに開催しました。地区補助金

①+②

の山村の子どもたちの歯科検診と歯磨き

めのクラブの奉仕プロジェクトに活用する。

① くまモン歯ブラシ・歯磨き粉セット

② 運賃+関税等(フェデックス)

外向き職業奉仕の実践例

「職業奉仕」は「内向き」と「外向き」に分けるとわかりやす

「四つのテスト」を勉強し、それを自分の職場に持ち帰りま

支援額

③『 クラブが開発したプロジェクトに応える』
つまり、会員の職業上の技術・経験・ノウハウ・スキルな

ロータリアン一人一人が、奉仕活動の中で「奉仕の理念」

第2720地区WEBサイト

②『 社会の問題やニーズに役立てるために』

を実践していくという目的を持つものである。会員の役割に

様からのコメント

2720地区を代表するご支援です。

この改正により「職業奉仕」が明確になったと考えます。
①『 自己の職業上の手腕を』

奉仕の第二部門である職業奉仕は、事業および専門職務の道
徳的水準を高め、品位ある業務はすべて尊重されるべきであ

① 当クラブのFacebookに掲載

典型的な日本の「職業奉仕」論
① 職業奉仕はロータリーの金看板
② 職業を通して社会に奉仕するのがロータリーだから、本業を
立派にやればよい
③ ロータリーは「I Serve」、「We Serve」はLに任せておけ
ばよい
④ 報酬を得るサービスが職業奉仕であり、無報酬のサービスは
社会奉仕
⑤ 職業を持たないクラブは、職業奉仕ができない
⑥ シェルドンのモットー(※)が、職業奉仕を表す
等

AED学習キット」を購入してスタート。2016-2017年度は
葉山中学校2年生、同新2年生を対象に、2017-2018年度
は南郷中学校3年生と、町内の中学生を対象に計３回実施し

葉山ハートセンターの医師である会員の職業的手腕を生かし、
会員自らがインストラクターを務めるため心肺蘇生法訓練を
学び、葉山消防署、葉山ハートセンターからも指導スタッフ
の協力を得て、これまで延べ約４００名以上の生徒が受講し
ました

職業奉仕、社会奉仕、青少年奉仕

ています。クラブ予算でもマネキンを追加購入し、現在45
体を保有しています

「職業奉仕の実践」であるとは明確に意識されず、「社
会奉仕」「青少年奉仕」「国際奉仕」の活動として実践
されている事例はたくさんあるはずと思います。

－１－

■ロータリー情報

『熊本県民総合運動公園の東屋に寄贈した太陽電池時計の
取り替え』（熊本東南RC）

（ロータリー情報担当

令和2年４月８日、会員数名で熊本東南ＲＣが１９８４年に熊本
県民総合運動公園の東屋に寄贈した太陽電池時計の取り外し作
業をいたしました。故障しているので修理もしくは取り替えて
いただくことが可能ならば大変有り難いとかねてから相談を受
けていていました。

職業奉仕、社会奉仕

『クレーン車見学＆ハロウィーンごっこ』（熊本東南RC）
令和２年１１月１０日、当クラブの会員が運営する『児童発
達支援事業所「ケ・セラ」』で子ども達１１名を対象にイベ
ント「クレーン車見学＆ハロウィーンごっこ」を開催いたし
ました。当クラブ会員が所有する九州に３台しかないという
クレーン車を施設に運び、安全とコロナ予防対策に十分注意
し、会員９名参加で執り行いました。

当日は気持ちの良い秋晴れの
なか、クレーン車を見学した
り操縦席に座ったり、ハロー
ウィンごっこをして喜ぶ子ど
も達の姿に施設の職員さんお
よび我々会員も楽しい時間を
過ごすことが出来ました。

職業奉仕、青少年奉仕

「職業上の手腕を活用する」というと、医師や弁護士のような
資格者や技術者でなければ、外向き職業奉仕はできないという
ことはありません。
会員の「職業上の手腕」を中心にして、クラブ全体の奉仕プ
ロジェクトとして企画し実施すればいいのです。現地で作業を
手伝う人。現地には行けないが活動資金を支援する人。広報宣
伝活動をする人。どれも立派な「職業奉仕」と思います。

日本の「職業奉仕論」は「職業倫理論」
ロータリーは、昔も今も「職業倫理」を大事にし、
強調する集団
① 「全職業のためのロータリー倫理訓」
道徳律

(1915年)

② 「ロータリーの目的」
第2 職業上の高い倫理基準を保ち、・・・・・・・

職業上の手腕を活用した

③ 「ロータリーの行動規範」

「クラブ奉仕」

1.個人として、また事業において、高潔さと高い倫理

「社会奉仕」

基準をもって行動する。・・・・・・

「国際奉仕」
「青少年奉仕」

職業奉仕
青少年奉仕
職業倫理に基づく

奉仕の理想

⇒

奉仕の理念

■幹事報告（幹事 松岡泰光 )
■来信案内
１）

大森克磨 ガバナー、永田壮一 危機管理委員長より、
「コロナ感染
対策の徹底のお願い」
。
■クラブより
１）

５月４日（水・祝）例会は、祝日のため休会となっております。

今後の行事

会長ノミニー研修

5 月 7 日（土）

セミナー

オンライン

（熊本城ホール）

中島祐爾
地区大会

大分県
大分市

ホルトホール大分

5 月 13 日
（金）
福井学、古田哲朗、草村安宏、片岡貞志、松本繁、松本一也、
～
前田日出夫、村瀬直久、宮川義行、松岡泰光、松尾浩、永野昭一、
5 月 14 日
（土）
中島祐爾、小畑成司、杉本整哉、内田信行、渡邉俊一郎、吉田嘉昭、
山田公也、彌冨照皇、松田和成
5 月 15 日
（日）

会員増強・維持セ

大分県

ホルトホール大分

ミナー

大分市

山田公也、中島祐爾

－２－

潮谷愛一 )

■委員会報告

（青少年奉仕担当

宮川義行）

昨日、アクト第２例会が１９時から中央
公民館で開催されました。５月２２日に
阿蘇波野で予定されている熊本グループ

留学生交流会の案内とアクトＯＧの平山さな枝（旧姓）さんの卓

話を中心に活発な交流が行われました。参加者は宮ノ原地区代表、
久保山元人吉ＲＡＣ会長、会員では宮田次期会長、和泉会員、中
上会員、森会員、櫻井会長、平山さな枝元会長、見学者が熊本電
鉄勤務の蔡さん、学園大４年生の李さん、肥後大津ＲＣの宇野会
長、ロータリーからは沼田会員、山本会員と私の３名でした。

肥後大津ＲＣの宇野会長は、先日、肥後大津創立５０周年にお邪
魔してお話をした時自分もアクト出身で大津にアクトを作りたい
という強い気持ちを持っているといわれたので、それなら一度東
南アクトの例会をのぞきに来られませんかとお誘いしました。山
本会員や沼田会員と名刺交換をしてもらい、今後もアクト例会に
参加してもらう約束をしました。

見学者二人のうち、学園大４年生の李さんはアクト入会を希望し
ているので、櫻井会長と面談をしてもらいました。皆さんのおか
げでアクト活動も順調に進んでいます。今後ともご協力をよろし
くお願いします。

■出席報告（出席・プログラム担当 松田和成）
月日

会員数 出席者数

43
04 月 13 日 （免 4）
24
39
43
26
04 月 27 日 （免 3）
40 （Zoom3）
☆出席免除
04 月 13 日
住江正治 島村徹男
古庄浩二

04 月 27 日
住江正治

島村徹男

修正出
席者数

出席率
（％）

3

27

69.23
65.00

志賀重人

志賀重人

☆欠席者
04 月 13 日（12 名）
古田哲朗 川崎直樹 前田日出夫
堤 勝也 武末直大 渡邉俊一郎
矢野敬之 吉永陽三

■スマイル報告

MU

（親睦・スマイル担当委員

小野川善久
山本浩之

白石 繁
山坂哲生

片岡貞志）

◎ 沼 田 敏 雄
10,000 円
①北島三郎最終公演が３月１３日博多座であ
り、舞台上の公演が最後と云うことで、涙の公

演でした。
②坂東玉三郎も５月にあります。八千代座での公演は最後となり
ます。
私のロータリーはまだ最後ではありません。

－３－

◎松尾浩 5,000 円
結婚記念日ありがとうございました

◎宮川義行 1,000 円
熊本地震から６年が経ち、今だ１００名を超え
る方が仮設暮らしです。地震の年、東南ＲＣは
復興支援として高倉健の遺作「健さん」の試写
会上映に取り組みました。全員でチラシを作
り、益城、大津、西原村の仮設住宅１軒１軒に配り、送迎バスの
手配、弁当の手配、フードパルの会場設営と片付け。皆さんに本
当にご苦労様でした。京都からかけつけた高倉健のマネージャー

西村泰治さんと阪神淡路大震災でがれきの中から５０名の方を助
け出された京都消防の小川輝明さんに感動的な公演をして頂き、
集まった２５０名の被災者の皆様に喜んで頂きました。お二人は
その後、黄綬褒章を受章されています。この試写会で肥後大津Ｒ
Ｃと熊本りんどうＲＣには共催を頂きました。４月１５日の肥後
大津ＲＣ５０周年大会に小畑会員と松田会員と共に参加して、御
礼を述べてまいりました。皆様６年前を忘れずにこれからも防災
意識をもって災害に備えていきましょう。

■卓話（会長 吉田嘉昭 )

テーマ
【 第2720地区 RYLA委員会制作DVD】
2022年 4月27日

3年ぶりに開催

■点鐘

のウクライナ人が新たな家を見つけられるよう支援しています。
難民の受け入れを申し出たホストファミリーの数は、2,000 を超
えています。
私たちは、移住の支援、宿泊先の手配、そのほかの人道的支援な

ナ人チームには 50 人ほどのメンバーがいます。ウクライナ支援
に参加しているローターアクト会員が実際に何人いるのかはわか
りません。各国で独自のプロジェクトが展開されており、クラブ
ごとの支援活動も行われています。支援のレベルはさまざまです
が、どんなにささやかな寄付も価値があり、それで命が救われる
可能性があります。

地域社会の次世代のリーダーがつながり、アイデアを広げ、

RYLA
青少年指導者育成プログラム

に、ローターアクターたちとのすべてのチャットに、ウクライナ
の状況についてメッセージを送りはじめました。大勢のローター
アクターからすぐに返信があり、多くの人たちが即座に支援グ
ループをつくって、私がまとめ役となれるよう援助してくれまし
た。入念に計画されたプロジェクトとは言えませんが、初日から
始動できました
ローターアクターたちは迅速に対応してくれました。私は、ウク
ライナのロータリアンとローターアクターが国外で宿泊先を見つ
けられるようにする小規模なプロジェクトを即座に立ち上げる必
要があると気づきました。今やこのプロジェクトは拡大し、多く

が、そういった要請には特に心が痛みます。市民への人道支援物
資の供給がロシア軍により阻害され、飢えや脱水症で人びとが亡
くなっているからです。
私が取りまとめている国際的チームには 100 人以上、ウクライ

RYLAとは
話

であるとはよく言われますが、この時にそれを実感しました。い
つでも支えてくれるのがロータリーファミリーであることを、肌
身で感じました。
欧州のローターアクトを動員することを思いついたのは、車で移
動中のときでした。助けとサポートが必要なのは私だけではない
ことに気づいたのです。姉が運転中だったので、私はスマホを手

ど、さまざまな要請に対応しています。現在は、防衛隊のための
ヘルメット、熱探知カメラ、防弾チョッキなどの物資の支援とい
う大きな要請が届いています。
食料や水といったシンプルな必需品を要請してくる町があります

第２７２０地区ＲＹＬＡについて

卓

国境に着いたときには既に男性の出国が禁止されていたため、義
理の兄を残して国外に脱出しました。5 日間の運転を経て、6 日
目にウィーン（オーストリア）にたどりつきました。
その途上の 3 泊は、ホテルではなく、ロータリアンやローターア
クターの自宅に泊めていただきました。国際ロータリーが大家族

行動を起こすきっかけを生み出すのが、「ロータリー青少
年指導者養成プログラム」（Rotary Youth Leadership
Awards、通称「RYLA」）のイベントです。
RYLAは、クラブや地区（または複数地区合同）によって実
施される、若者のためのリーダーシップ養成プログラムで
す。イベントは、1日のセミナーや3日間～1週間の合宿な
ど、目的、リソース、参加者の種類によってさまざまな形
で実施されます。

私たちは以下の四つのことに取り組んでいます：
1. ウクライナの状況について事実を伝えること

第2720地区 RYLA委員会制作DVD

（編集者

沼田敏雄 )

キーウを逃れたウクライナ人会員からのレポート
投稿日 : 3 月 18, 2022
寄稿者：イリーナ・ブシュミナ（第 2232 地区［ウ

クライナ］ローターアクト代表）
イリーナ・ブリュミナさん
戦争勃発から数時間以内に、私は姉夫妻と生後 3
カ月の甥、そして一匹の猫とともに、車でキーウを逃れました。

2. 避難したウクライナ人のための宿泊先を見つけること
3. 人道支援物資を送ること
4. 経済的支援を確保すること
すべての人から感謝の言葉が返ってくるわけではありませんが、
正直なところ、それは期待していません。恐れやストレス、国境
での数日にわたる立往生など、この人たちが置かれた状況を考え
れば、「ありがとう」などと言う義理はないのです。私たちは、
この人たちの安全を確保し、苦難を乗り越えられるようにするた
めに全力を注ぐのみです。
今こそ、理解する心が大切です。もちろん、感謝のメッセージを
いただいたときには嬉しく思います。
ロータリーボイスより

－４－

