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【本 日】 会員数 44 名

出席 26 名

【前々回】 会員数 44 名 出席 21 名

欠

席 5名

出席規定免除会員（13） 出席 5 名 ビジター1 名 出 席 率 86.1％

メークアップ 10 名 出席規定免除会員（13） 出席 2 名

《会員卓話》
職業奉仕委員会

村瀬高広 委員長

みなさんこんにちは、職業奉仕委員長の村瀬です。
平成 30 年 9 月 8 日（土）武雄センチュリーホテルで
職業奉仕セミナーが開催されました。基調講演として、
2510 地区職業奉仕・基本理念委員会委員長 玉井
清治氏が約 1 時間半に亘り、
「奉仕の理念と service」
、
「時代とともに変化する職業奉仕」
という 2 つのテー
マで講演を行いましたので報告いたします。
第一部「奉仕の理念と service」
「奉仕」とはなにか？「奉仕」は「service」を日本
語に訳したものです。
「serve」を行うためには奉仕さ
れる側のニーズを知る必要があります。
玉井氏の所属
するＲＣで親のいない子供たちの施設で、ロータリア
ンの家族と一緒に芋ほりをするという活動がありま
した。玉井氏は親のいない子の目の前で、ロータリ
アン親子が仲睦まじく芋ほりをする姿を見せるのは、
彼らを傷つけることになるのではないか、ジャガイモ
と言えば、それまでの蒸かし芋ではなく、カレーライ
スではないかという思いから、
ロータリアンの家族を
呼ばず、
メニューもカレーライスに変更することを提
本日の例会 ㈲アルス楽器佐世保店

修正出席率 100.00％

案しました。
すると施設側から思わぬ反応が返ってき
ました。例年通り、ジャガイモをふかして塩辛をつけ
て食べるのが良い。
施設の子はカレー粉を薄く伸ばし
たカレーライスをいやというほど食べています。
ロー
タリアンの家族を連れてきてほしい。
これから彼らは
そういうシチュエーションに出くわすことになるだ
ろう。その時の為に、そのようなシチュエーションに
今の内から慣れていってほしいとの施設側の要望で
した。
奉仕する側と奉仕される側には感じ方に違いが
あることを常に意識しながら、
される側がどう感じる
かを考えて行っていくのが「奉仕」だと思います。
1930 年、この頃は、例会で歌うソングは全て英語
の歌詞でした。そこで、日本語によるロータリーソン
グ作成の要望が強くなってきました。1930 年神戸の
地区大会で奉天 RC の提案による「日本語によるロー
タリーソングを作ること」が採択されました。 1935
年京都で地区大会が開催され、募集した新作の「日本
語によるロータリーソング」の発表が行われました。
第一位に当選しました作品は、
作曲で一部に盗作があ
ったので失格になり、
「奉仕の理想」が、第一位に繰
り上げ当選となりました。
作詞者の前田和一郎氏は、京都 RC の会員で国際派
の活動的なロータリアンでした。応募しました「奉仕
の理想」の原詩は、奉仕の理想に 集いし友よ「世界
に捧げん」我らの生業でした。当時のガバナーは、村
田省蔵氏で、国粋主義者で著名な方で、愛国心が特に
強く、新ソングの選考に当たり「奉仕の理想」の歌詞
の中で「世界に捧げん」を「御国に捧げん」と変えな
ければ、当選は無効という通達を出したのです。前田
氏は、涙をのんで変更を承認されましたが、逝去され
る際親しい友人を呼んで、
「もし出来ることなら何時
の日にか原詩の『世界に捧げん』に戻して頂ければあ

代表取締役 川副源太郎氏

次回例会

祝日休会（体育の日）

りがたい」と言ったのが、遺言であったと言われてい
ます。
ロータリーは何の団体ですかと問われることがあ
りますが、端的に表しているのでのが、「ロータリー
の綱領」です。1951 年に開催されたアトランティク・
シティ大会において改正され、従来の 4 ヶ条の「ロー
タリーの目的」が 1 ヶ条の本文と、4 つの付随項目に
変更され、現在に至っています。第 2 項の事業および
専門職務の道徳的水準を高めること、あらゆる有用な
業務は尊重されるべきであるという認識を深めるこ
と、そしてロータリアン各自が業務を通じて社会に奉
仕するために、その業務を品位あらしめること、この
条文は職業奉仕を説明しています。
この「ロータリーの目的」を四大奉仕に結びつけて
解釈することは非常に危険だと私は思います。私たち
は、ロータリーに入会していようといまいとにかかわ
らず、新しい、または今までより深い社会に有用なサ
ービスの機会を創造し、そのための人づくり、人のつ
ながりづくりに励むことが、自分の職業上または社会
生活上大切である。と社会全体を示唆し、そのリード
役をロータリーが努めると宣言していると私は理解
しています。

第二部「時代とともに変化する職業奉仕」
バリー・ラシンＲＩ会長は今年度のテーマを「BE
THE INSPIRATION（インスピレーションになろう）」
と発表いたしました。インスピレーションを「ひらめ
き」と訳すならば、このテーマは「何かをやろうとす
る気持ち」
をロータリーが先頭になって起爆剤として、
地域社会を動かそうとＲＩ会長は私たちに発信して
いると私は解釈しました。
この機会に
「INSPIRATION」
と「BE THE INSPIRATION」を話し合ってみてはいかが
でしょうか。ラシン氏は発表演説のなかで、「行動を
起こす意欲を引き出していただきたいのです」とも訴
えていました。
最近、
特に大企業による不祥事は単発的なものでは
なく、数十年続いた不正が「内部告発」によって表面
化するケースが大半です。これは「不正は許せない」
と考える現場の人が増えてきた結果、連綿と続いてき
た不正が次々に露見している現象と受け止めるべき
でしょう。つまり、経営者より、従業員のほうがコン

プライアンスにより厳しい考えを持ってきていると
考えるべきであり、
一部の経営者を除く職業人のモラ
ルが向上していることは日本の国もまんざらでもな
いようにも思えます。
ポール・ハリス氏は「ロータリーはその人の得た金
銭の高さによってその人を計らない事である」
と語っ
ています。では，何によって計るのでしょうか？「そ
の人の得た業績は金銭的な物もあり、
金銭で無いもの
もあり、目に見えないものもあるでしょう。その業績
を上げるに至った前提になる心の質の問題に着目し
て、人を評価することを職業奉仕的考え方と呼ぶ」と
彼は定義しています。
「職業奉仕」
とはなんでしょう？簡単に定義すれば、
あなたの職業を通して社会を助けることです。1929
年世界大恐慌のとき、
ロータリアンが経営する企業以
外の企業が相次いてつぶれる中、
職業奉仕理念を貫い
たロータリアンの企業は生き残っていったそうです。
自身や従業員だけでなく、
お客さんにも還元していき
ましょうという職業奉仕の理念が、
永続的な企業の発
展につながっていくと考えられます。
かつてガバナーエレクトがガバナー教育を受ける
国際協議会の会場の入り口に大きく
「Enter to learn,
go forth to serve（入りて学び出でて奉仕せよ）」
という言葉が掲示されておりました。この言葉は
1947-48 年度 RI 会長ケーン・ガーンジー氏によって
つくられた言葉で、
この年の国際協議会から会場に掲
げられています。現在、この言葉はもう国際協議会に
は掲示されておりませんが、
実はこの言葉はロータリ
ー運動の基本を示す言葉ではないか考えています。
それでは「新しい職業奉仕の理念」とはなんでしょ
う？2016 年規定審議会で、職業奉仕に、
「自己の職業
上の手腕を社会の問題やニーズに役立てるために、
ク
ラブが開発したプロジェクトに応えることが含まれ
る」という文言が追加されました。各クラブは真剣に
クラブのプロジェクトを考える必要があるのではな
いでしょうか？それは例えば、職業倫理や、あまり公
にできないような失敗等について考えるようなもの
でも良いと思います。
そのようなプロジェクトを通じ
て職業奉仕の理念を育み、
社会を助けていくことが新
しい職業奉仕の在り方なのではないでしょうか。
《会長挨拶》
森

豊 会長

佐世保人の常識
28 才から 35 才まで手話通訳をしていた関係で、障
害者スポーツ大会などでは「君が代」に引き続き佐世
保市歌の斉唱があったことを思い出しました。
歌詞カードが渡されメロディーだけのテープが流
されていました。
ほとんどの方が歌えず口パクで寂し
い市歌の斉唱はいつものことでした。
「佐世保に住ん
どるなら市歌を歌えるくらいは常識じゃなかと？」
と

思ったものでした。
北ロータリークラブでは西川年度に佐世保市歌の
1 番のみを君が代、ロータリーソングに続いて歌いま
した。緒方年度では 1 番から 3 番までを、今月は 1
番のみ、来月は 2 番のみとそれぞれ 4 回歌いました。
その後は 1 番のみを歌い今に至っています。
緒方年度
の歌い方もあってもいいなあと思います。
市歌の作者は金比良町に住んでいた辻井一郎(本名
永石三男)氏です。北原白秋の一番弟子で、木風小学
校の校歌も作詞されています。
市歌(偶数月)と西海讃歌(奇数月)は正午の合図に
市内中に流れていますので歌詞カードをもって練習
してみてください。
佐世保市歌をアカペラで歌えるなんて最高ですよ。
お父さんすごいと子供さんから見直されること請け
合いです、ぜひチャレンジしてみてください。

3.伝達事項
①9/12（水）18：30 よりセントラルホテル佐世保
にて第 4 回市内ＲＣ会長・幹事会が開催されます。
②9/18（火）16 時より九十九島ベイサイド＆リゾ
ートフラッグスにて全クラブ会員を対象とする
会員研修会が開催されます。
ご参加の方はよろし
くお願いします。
③地区大会出欠と会長主催の昼食会出欠を 9 月 18
日（火）までによろしくお願い致します。
④9/20（木）18：30 よりグランドファーストイン
佐世保にて第 3 回理事会を開催いたします。
⑤9/17・9/24（月）は祝日休会となっております。
次回例会は 10/1 ゲスト卓話「(有)アルス楽器佐
世保店 代表取締役 川副源太郎氏」です。
《来訪ロータリアン》
◆佐世保東ＲＡＣ 松尾純一郎君

《幹事報告》
松田信哉 幹事
1. 例会変更
◆佐世保南ＲＣ
9 月 21 日（金）12：30→18：00
ホテルオークラ JR・HTB 12F（観月例会）
◆佐世保ＲＣ
9 月 25 日（火）12：30→18：30～ セントラルホ
テル佐世保（夜の例会のため）
2. 来

信

◆ロータリーの友事務所
ロータリーの友 9 月号
◆国際ロータリー日本事務局
2018 年 9 月 ロータリーレート 1 ドル＝112 円
◆ガバナー事務所
米山記念奨学生 出前卓話一覧表
◆直前ガバナー事務所
ガバナー月信 総集編
◆地区大事務局
国際ロータリー第 2740 地区 2018～2019 年度
「地区大会」人頭分担金送金のお願い
◆佐世保海洋スポーツ協会
第 7 回させぼ海洋探検隊 in 高島 支援の御礼

《委員会報告》
◆奉仕プロジェクト社会奉仕委員会
小川一貴 委員長
第 21 回ウォーキング＆ゲームラリー大会が 10 月 8
日（月祝日）に開催されます。出欠の返事を宜しくお
願いします。
出欠表を置いてありますので宜しくお願
いします。
◆前年度幹事
渡会祐二 前幹事
本日、例会前に前年度理事会が開催され、2017～2018
年度の決算承認及びロータリー基金組み入れの件が
承認されましたので、ご報告致します。
◆佐世保東ＲＡＣ 松尾純一郎 会員
佐世保東ロータリークラブの松尾です。
当クラブはホ
テルオークラで第 2・4 火曜日 19 時 30 分から例会が
あります。
ぜひメークアップでお越しくださいます様
お願い申し上げます。
（活動内容はＱＲコードにて確
認ください）

◆公共イメージ・雑誌文献委員会
二ノ宮 健 委員長
１．P.1 横書きに掲載の「ロータリアンの皆様」とい
う、バリー・ラシン RI 会長メッセージは、ロー
タリーが地域社会への奉仕活動に、女性会員の
増加、ローターアクトの助けを承けて尽力出来
ている事を述べておられます。
２．9 月号のメイン記事は横書きの P.7「いっしょに
笑顔」国内の子どもの貧困対策・居場所づくり
という日本の子どもの相対的貧困率が 16.3%と
過去最悪となった事が判明して、6 人に 1 人が貧
困と報じられたという記事が掲載。国、行政、
地域、民間ボランティアなどが子どもたちを救
おうと、様々な形で問題に取組んでいる。この
特集では、フードバンク、子ども食堂、学習支
援等、居場所つくりに取組むロータリアン、ロ
ータリークラブの活動事例などが紹介されてい
ます。縦書きの P.81 右開け P.4 には RI 第 2520
地区第２分区 IM 講演要旨、「子どもも大人も地
域も育つ！包括的こども食堂」NPO 法人インクル
いわて理事長 山尾理恵様の講演内容が掲載さ
れていますので、併せて読まれて下さい。
３．第 2740 地区からの俳句の応募が掲載されていま
す。縦書きの P.21 上段右 3 行目に佐賀・伊万里
RC 田中丸様の俳句が載っています。
４．横書き、P.41 お知らせでは、全国の地区別クラ
ブ数・会員数一覧表が掲載されています。昨年
2017 年 6 月末会員数 87,936 名。今年 2018 年 6
月末では、88,087 名です。151 名の増です。当
2740 地区でも 2,236 名で 8 名の増です。
５. 他にも沢山のロータリー情報が有ります。本誌
を懸命に努力して作成された編集者の熱意を汲
取る為にも、是非、ご覧頂ければと思います。
◆ロータリー情報委員会
渡会祐二 委員長
ロータリー情報委員会は新入会員のフォローアップ
も目的としております。そこで、その一環として、例
会の出席についての情報提供をします。
例会への出席は、ロータリアンの義務です。当クラブ
の定款の第 12 条と第 15 条第 4 節に出席に関する規定
があります。これらを確認すれば、出席についてのル
ールが理解できます。第 12 条には、出席となるため
には例会の 60％の時間を出席することが必要である
ことや、メークアップの方法などについて記載されて
います。第 15 条には、出席率等によってクラブ会員
の資格が終結する場合の説明が記載されています。
とくに新しい会員の方たちに知ってほしい情報です。
もし、出席に関しての疑問等があれば、当委員会に遠
慮なくお問い合わせください。

《ニコニコボックス》
中川信次 親睦活動委員
森 豊 会長 中野雄一郎 副会長 松田信哉 幹事
9 月 8 日土曜日、武雄センチュリーホテルにて、職業
奉仕セミナーが開催されました。
参加された村瀨委員
長、小西会員ご苦労様でした。それを踏まえた本日の
卓話です。村瀨委員長の勉強の成果を期待して、拝聴
させていただきます。
峯 徳秀君
9 月 5 日に初孫が誕生し、グランパの仲間入りとなり
ました。男の子で「城晴仁（じょうはると）
」と命名
されましたのでニコニコします。
渡会祐二君
結婚記念日のお祝いを頂きましてありがとうござい
ます。ニコニコします。
公門新治君
職業奉仕委員会 村瀨委員長、
本日の卓話楽しみにし
ております。先日従妹のシンガー・クモンリサと、花
と音楽のコラボレーションコンサートを行いました。
湯口さん、
近藤さん、
ご来場ありがとうございました。
年末のクリスマス会のオファーお待ちしています。
福田俊郎君 平石晃一君 永田武義君 藤井良介君
宮原明夫君 蒲池芳明君 村瀨高広君 二ノ宮健君
松永祐司君 近藤竜一君 松尾重巳君 田島 慎君
中川信次君 小西研一君 松田亜由美君
鐘ヶ江和重君
本日は、
職業奉仕委員会の村瀨委員長による卓話とな
っております。謹んで拝聴致します。よろしくお願い
致します。また、本日は佐世保東ローターアクトクラ
ブから松尾純一郎様のご来訪ありがとうございます。

本日の合計
IT 会報委員会 委員長 /公門新治

26,000 円

委員 / 中島閏二 船津 学 松田亜由美 小西研一

累計 373,000 円
（記事担当

小西研一 ）

