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《職業奉仕委員会 卓話》
小川

寛 会員

シカゴ・ロータリークラブが 1905 年 10 月にこの会員
名簿を発表したところ、
クラブは 2 名の名誉会員を含
め、会員 21 名にまで成長しました。
4 人のロータリーの先駆者

4 人のロータリーの先駆者：左より
ガスターバス・ローア、 シルベスター・シール、
ハ イラム E.ショーレー、ポー ル P. ハ リス。

本日の例会

ハイラム・ショーレー
「職業」と「奉仕」が一つの言葉
「職業」とは、お金を儲ける手段、自分の為にする
こと。

ゲスト卓話（商工会議所青年部 第 39 代会長 濱口太一 氏）

次回例会

委員会卓話

シルベスター・シール

同業者が 2 人以上になると競争意識が動いて仲
良くなりにくい。
２.会員はお互いに他の会員の商売が盛んになるよ
うに助け会うことにする。
３.会員はお互いに兄弟親類の付き合いをするよう
に、親睦を第 1 に考える。

ロータリーとは、職業を営む心すなわち お金を儲
ける心と世の為人の為に奉仕する心とが同じ１つ
の心と考えています。
ハリス 3 歳 祖父母の家に移った頃

リンカーン・パーク

1905 年～シカゴ

ハリー・ダグラス
１つの心を似て職業を営み、そして奉仕する。
世の為、人の為に奉仕する心を似て倫理的に職業を
営みなさいとロータリーは言っているのです。
ここが、他の団体、クラブと根本的に異なっており、
「職業奉仕」という言葉が唯一、ロータリーだけの
専門用語となっているため、一般の人には解りにく
くなっていると思います。

アル・カポネが行った失業者向けの
スープキッチンに列をなす

ポール・ハリス
１.社交クラブの会員は 1 職業につき 1 名に限る。

《会長挨拶》
渡会祐二

会長

1933 年にボストンで開かれたロータリーの国際大会
でボストン交響楽団の演奏のラジオ生放送の合間に
行われたハリスの演奏をお聴きください（英語のみ）

ロータリー初の例会が開かれた
シカゴ中心部 ユニティ・ビル「711 号室」の復元

鉱山技師
ガスターバス・ローアの事務所バーチャルツアー有り

ジーン夫人を伴って世界中のクラブを訪問

本日より、しばらくの間、オンラインでの例会にな
ります。近隣のほとんどのクラブが休会になる中、こ
のように例会を継続できるのは大変素晴らしいこと
だと思います。皆様に直接お会いできないのは寂しい
ですが、会場での例会と変わらず盛り上げてまいりま
しょう。
昨日、地区の RLI 研修セミナーが開催され、野口会
員にご参加いただきました。お忙しい中ありがとうご
ざいました。
ご報告ですが、米山記念奨学生のミンさんについて
は、次年度も当クラブがお世話をすることになりまし
た。船津会員が引き続きカウンセラーを務めていただ
くことになります。どうぞよろしくお願い致します。
さて、本日は、法律に関わるところで、成人年齢の
引下げのお話をします。
現在、日本の成人年齢は民法 4 条によって 20 歳と
定められていますが、法律の改正によって今年の 4
月から 18 歳に引き下げられます。最近、来年から成
人式はどうなるのかといった報道も流れており、年齢
引下げのことをご存知の方もおられると思います。
この引下げによって、法律面で様々な影響が出てき
ます。一番身近なところでは、18 歳から本人のみで
契約ができるようになるという点があります。
実は、未成年者は親権者などの同意なく契約をする
ことはできません。もし、未成年者が知らない間に契
約をしてしまった場合も、親権者などがその契約を取
り消すことができるのです。これは社会に不慣れな未
成年者が不用意に契約をしてしまった場合などに、保
護する趣旨です。
例えば高額な物品を子供が勝手に買った場合や、勧
誘に乗せられてしまって怪しい契約をしてしまった
ような場合、
理由を問わず契約を取りやめることがで
きます。
ところが、18 歳から成人になるとすると、大学に
入り上京したばかりのお子さんも大人と同様に自由
に契約をすることができ、簡単には契約を取り消すこ
とができなくなります。
社会に不慣れな点につけこみ、

詐欺まがいの契約や違法なネットワークビジネスな
どの被害にあったり、クレジットカード契約をして多
額の借金を背負うことにならないかなど、法律家とし
ては懸念しています。
18 歳成人を前提に、しっかりとした法の教育を進
めるとともに、万一、被害にあったときにそれを保護
できる制度の確立が望ましいと考えます。
ちなみに、お酒・たばこ・ギャンブルはこれまでと
同様に 20 歳からですので、お間違いなく。
本日は、職業奉仕委員会による委員会卓話になって
います。ロータリーにとって職業奉仕は大変重要なテ
ーマです。小川委員長、本日は久しぶりのオンライン
例会でご準備は大変だったとは思いますが、どうぞよ
ろしくお願い致します。

《幹事報告》
公門新治

幹事

１．例会変更
・有田ＲＣ
1 月 25 日（火）休会
コロナウイルス感染拡大防止のため
・佐世保ＲＣ
1 月 26 日（水）、2 月 2 日（水）休会
（定款第 7 条第 1 節（d）（3））
・佐世保東ＲＣ
1 月 20 日（木）、1 月 27 日（木）休会
（定款第 7 条第 1 節（d）（3））
・佐世保西ＲＣ
1 月 25 日（火）、2 月 1 日（火）、2 月 8 日（火）
休会（定款第 7 条第 1 節（d）（3）
）
・佐世保中央ＲＣ
1 月 27 日（木）休会（定款第 7 条第 1 節（d）
（3）
）

・佐世保東南ＲＣ
1 月 26 日（水）、2 月 2 日（水）2 月 9 日（水）
休会（定款第 7 条第 1 節（d）（3）
）
・ハウステンボス佐世保ＲＣ
1 月 25 日（火）、2 月 1 日（火）、2 月 8 日（火）
休会（定款第 7 条第 1 節（d）（3）
）
２．来

信

・ガバナー事務所
①ロータリー財団・補助金セミナー開催中止につい
て（ご連絡）
②米山記念奨学生世話クラブ・カウンセラー継続の
お願い
③ひとり親家庭支援事業について（上映のお願い）
④2021～2022 年度 ガバナー事務所移転のお知せ
新住所：〒852-8003 長崎市旭町 13-5
タワーシティ長崎ウエストコート 201 号
TEL：095-895-5330 FAX：095-894-5431
E-mail：ri2740tsukasaki@joy.ocn.ne.jp
※電話・メールに変更はございません。
FAX 番号が変わります。
・ガバナーエレクト事務所
①2022～2023 年度「地区チーム研修セミナー」
開催について（ご案内）(緒方ＧＮ、村瀨幹事宛)
※懇親会中止
②2022～2023 年度「会長エレクト・次期幹事研修
セミナー」開催について（ご案内）
（緒方ノミニー、村瀨次々年度地区幹事、村瀨会
長エレクト、小西次年度幹事宛）
日 時：3 月 13 日（日）登録受付 12：30
点 鐘：13：30 懇親会 17：00
※昼食 12：00～13：15
（緒方ノミニー。村瀨次々年度地区幹事）
場 所：ロイヤルチェスター佐賀
（佐賀市天神 1 丁目 1-28 TEL：0952-24-0001）
・長崎中央ＲＣ
事務局移転のお知らせ
新住所：〒852-8003 長崎市旭町 13-5
タワーシティ長崎ウエストコート 201 号
TEL：095-894-5430 FAX：095-894-5431
※メールアドレスは従来通り変更ございません。
３．伝達事項
次回例会は 1/31（月）ゲスト卓話 佐世保商工会
議所青年部 第 39 代会長 濱口太一氏です。
オンライン例会となりますので、ご案内を後ほどメ
ールと FAX にてお送りいたします。

《ロータリーの友紹介》
蒲池芳明 公共イメージ雑誌文献委員長

横組み
１月は職業奉仕月間
P７〜P13
コロナ禍における私の職業奉仕として３人の方々の
特集が記載されています。収入減で日用品も買えない
外国籍住民家族 100 世帯に物資を提供しています。そ
の情報は深刻である事が語られています。また、学生
の心に寄り添って学費延分納相談、
生活困難な留学生
への支援のお願い記事があります。
コロナ禍でペットを手放さなければならなくなった
人達の事などロータリーの皆さんに動物愛護問題へ
の理解を呼び掛ける内容が記載されています。
P14〜P17
2022 年国際大会参加へ
現地参加でもオンライン参加でも可能、人生も変わり
ます、自分や世界に変化を守らせる事ができると呼び
掛けています。
P32〜P34
各地区大会略報が記載されています。
P43
2022 年国際ロータリー年次大会米国ヒューストン大
会 参加旅行のご案内
縦組み
P4〜P8
2022 年 12 月 3 日
国際ロータリー第 2580 地区研修会講演
江戸時代の商人達は多様な経緯で形成されてきまし
た。企業における道徳はロータリーの職業奉仕を進め
る時に必ず指針になるとの内容です。江戸時代の事例
から紐解いていくと商家の経営理念を伝えています。
商売は、貨幣が安定して通用する世の中でないと成り
立ちません。日本が安定した世の中になったのは、戦
国時代の余波が収まり、江戸時代に至ったからです。
貨幣、お金というのは社会の約束事です。社会が安定
でなければ、絶対に通用しないものだ。商業の大前提
は平和です。
公益を目指し商いする中で儲かるという
のは、自分が社会に貢献したことの、何よりも明確な

証明となります。ロータリーで掲げる職業奉仕を考え
る際、彼らの思想を受け止めてよいのでは無いでしょ
うか？
時代が変わったとしても道徳的実践奉仕は行って
いく必要がある、と思っています。是非ご一読下さい。

《委員会報告》
野口好太郎 RLI 推進委員長

令和 4 年 1 月 23 日（日）ZOOM で研修会が行われ
ました。
13:30

開会
司会

RLI 推進委員会 委員長 吉岡義治

13:35

挨拶 ガバナー

塚崎

寛

13:45

講演「強いクラブをつくるためには

どうす

ればよいか」
RLI 日本支部第2740地区 DL 代表
駒井英基 PDG
14:20

RLI の概要について（動画資料視聴）

14：30 ・・・・・・セッションの説明・・・・・・
14：35～15：30 DL によるファシリテーションデモ
ンストレーション

15：30

まとめ

15：40

講評

-

質疑応答

RLI 日本支部第2740地区 DL 代表
15:50

駒井英基 PDG

挨拶
RLI 日本支部ファシリテーター委員長

16:00

中村靖治（第2770地区 PDG）
閉会

2022-2023 年度
RI テーマ「イマジン ロータリー」＆テーマロゴ
ウィンザー・ロー
ズランド・ロータリ
ークラブ（カナダ・
オンタリオ州）会員
であるジェニファ
ー・ジョーンズ国際
ロータリー会長エレクトは、1 月 20 日、次年度の地
区ガバナーに向けた講演をオンラインでライブ配信
し、2022-23 年度の会長テーマ「イマジン ロータリ
ー / Imagine Rotary」を発表しました。
ジョーンズ氏は講演の中で、世界にもたらせる変化
を想像して大きな夢を描き、その実現のためにロータ
リーの力とつながりを生かすよう呼びかけました。
「想像してください、私たちがベストを尽くせる世界
を。私たちは毎朝目覚めるとき、その世界に変化をも
たらせると知っています」
7 月 1 日に国際ロータリー初の女性会長に就任する
ジョーンズ氏は、世界中のガバナーエレクトを対象と
する年次研修行事である国際協議会に先立って今回
の講演を行いました。新型コロナウイルス流行のため、
国際協議会は当初の日程から延期され、2 月 7 日～14
日にバーチャル形式で行われます。
ジョーンズ氏は、ロータリーの力とつながりを生か
した自身の体験を紹介しました。昨年、アフガニスタ
ンからの米軍撤退が進む中、一人の会員から、ある若
いアフガニスタン人の平和活動家を国外退避させる
ために力を貸してほしいと頼まれました。最初はどう
してよいかわからなかったものの、
「ロータリーの不
思議な力（magic of Rotary）」を頼りに、数年前に出
会った元ロータリー平和フェローに連絡。1 日も経た
ないうちに、その活動家は退避者リストに加えられ、
間もなくヨーロッパ行きの飛行機に乗ることができ
ました。
果たしがいのある責任を会員が担えるように 会員
の積極的な参加を促すために、ロータリーには「適応
と改革」が必要だとジョーンズ氏は述べ、例として自

身が住む町について語りました。ウィンザー市はかつ
て、カナダの自動車産業の中心地でしたが、工場の閉
鎖により数千人が職を失い、市は改革を迫られました。
自動車工場が新しい部品やモデルを開発するのと同
じように、同市は改革を実施。その結果、現在は農業
関連産業と、
医療や宇宙航空の技術をリードする都市
となりました。
「ロータリーでの私たちの中心的な役割は、各会員の
参加を促すための適切な”部品”を見つけること」と
ジョーンズ氏。「詰まるところ、大切なのは会員にと
っての心地よさと配慮です」
積極的な参加こそが会員の維持にとって重要であ
り、会員がロータリーに何を期待するかを尋ねた上で、
果たしがいのある責任を会員に与えることが必要だ
とジョーンズ氏は述べます。
「ロータリーでの参加型の奉仕、人間的成長、リーダ
ーシップ開発、生涯にわたる友情こそが、目的意識と
熱意を生み出します」

《ニコニコボックス》
公門新治 幹事

渡会祐二 会長 緒方信行 副会長 公門新治 幹事
本日は新型コロナウイルス感染段階に応じた例会開
催方法に基づき、オンライン例会となっております。
オンライン例会を開催しているクラブは 2740 地区内
では 2 クラブのみと伺っております。休会しなくても
何か出来るんだという北クラブ魂を誇りに思います。
新入会員の皆さんには入会されていきなりのオンラ
イン例会で申し訳ありませんが、まん防明けには直接
顔を会わせたいですね。
さて、本日の卓話は職業奉仕委員会による委員会卓話
です。ロータリークラブにおける職業奉仕は難しく奥
が深いですが、小川委員長がしっかりとお伝えくださ
るそうです！小川委員長宜しくお願いします。
本日の合計

IT 会報委員会

委員長 / 渥美大介

委員 / 松田亜由美

戸畑教幸

6,000 円

内海一洋

（記事担当

累計 781,000 円
渥美大介）

