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会長インフォメーション
PRESIDENT INFORMATION

会長：津野 友邦

事務所：〒540-0001　大阪市中央区城見2丁目2番22号
　　　　ホテルモントレ　ラ・スール大阪
電話：06-6937-8171 ファックス：06-6937-8011
例会日：毎週火曜日　12時30分／例会場：ホテルモントレ ラ・スール大阪
会長：津野友邦／幹事：稲垣良二／SAA：須田幸史朗
電子メール：rcosatrm@cf.mbn.or.jp
ホームページ：https://rc-osaka-tsurumi.jp/

大阪鶴見ロータリークラブテーマ 「 クラブ存続のための会員増強～次の10年に向けて～」

（2ページに続く）

職業奉仕月間

新年あけましておめでとうございます、本年もどう
ぞ宜しくお願いします。
私の話になりますが、この年末年始は今後の仕事
や生活にとって大変意義のある時間を過ごすことが
できたと思います。
年末23日から少し咳が出て、翌日24日はゴルフ予
定だったのですが朝起きたら発熱していて体も怠
かったのでキャンセルして、そこからかなりしんどくて
3日間寝込みました。熱は39度前後で、コロナの抗
原検査は3回しましたがすべて陰性でした。
27日の朝驚いたのは、起床した際に明らかに顔の
左半分がしびれていて、鏡を見たら見た目も左半分
が明らかに普段と違いました。しびれとか麻痺は脳
梗塞だと怖いので、朝一番で近くのクリニックでＭＲ
Ｉを撮ってもらいました。特に脳に問題はなく一安心、
しかし先生が言うには自覚症状があるなら抹消顔面

神経麻痺の可能性があるということで、救急扱い
で総合病院で受診することになりました。入院して
ステロイド治療を勧められましたが、入院せずにス
テロイドを大量に処方され10日間ほど過ごしまし
た。
結果的にどうもなく、大したことないレベルでし
たが、自分なり初めて真剣に、これから先の健康と
か仕事に向き合う時間を持ちました。今までも毎
年、年末年始に仕事等の目標や計画を立てるなど、
それなりにはしてきましたが、従来とは違い、初め
て真剣に考えることなりました。
とりあえず自分が出した結論は、シンプルに言え
ば、これから先の限られた時間とどう充実して向き
合うのか、ということに行きつきました。そして、4
時に起きることをプライオリティの1番にしてルー
ティンを固めることにしました。まだ年末から20日

それでこそロータリー 富士の山

〈第1775回〉 2023年1月24日（火） 本年度第20回

担当：濃添会員

新年夜例会
於：やまと

演題：みとりし
講演者：巽　一雅　氏　

担当：濃添会員

1月31日（火）

イマジンロータリー



新年あけましておめでとうございます。今年もＲ
Ｃ活動よろしくお願いします。
コロナ第8波の中、例会にお集まり頂きありがとう
ございます。大阪府コロナ赤信号の間は、欠席扱い
しないことで運用させて頂きます。
本日はクラブフォーラム、信明さんよろしくお願い
します。
3/25のIM３組ロータリーデーについて、次年度
は鶴見の番ですので、皆さまの出席をお願いしま
す。
12月末で清水会員・発会員・水口会員3名の方が
退会されましたので報告します。
悲しいお知らせです。1/5に事務の荒井さんのお
母さんが亡くなられました。ご冥福をお祈りいたし
ます。

12月末日で退会されました清水会員から事務所
で集められた災害支援金￥2,195を寄附いただき
ました。

1月31日の新年夜例会は、例年通り「やまと」で行

1月31日の新年夜例会は、例年通り「やまと」で行
います。
皆様、ご出席よろしくお願いいたします。

本日、理事会の前に少し時間をいただいて、実行
委員会をスタートいたします。
委員長及び副委員長の方は出席をよろしくお願
いいたします。

ほどですが4時に起きて決めたルーティンを淡々と
行って、5時20分ごろにはジムに行って軽く汗を流
して1日がスタートする生活を続けています。これか
らもずっと続けるつもりです。
それからというもの何だかエネルギーが湧いてく
るような実感があり、とてもいい感じです。本当に年
末にダウンしたことに感謝しています。
大阪鶴見RCメンバーの皆様も、ご家族も、従業員
の皆さんも、健康でエネルギーに満ち溢れた「よっ
しゃ行くでーっ」という1年、今後であることを心から
願いまして、本年最初のインフォメーションとさせて
いただきます。

秀 島 会 員 明けましてお目出度うございます。
お久しぶりです。

津 野 会 員 本年もどうぞ宜しくお願いいたします。

山 崎 会 員 あけましておめでとうございます。
平穏な一年でありますように！！
本年もよろしくお願い申し上げます。

中 村 会 員 新年あけましておめでとうございま
す。本年もよろしく御願い致します。

西 野 会 員 新年あけましておめでとう。後期もよ
ろしく。須田会員　いつもお世話に
なり有難う。

広 瀬 会 員 あけましておめでとうございます。
水 間 会 員 皆様　明けましてお目出とうござい

ます。ええかげんな会員ですが、皆さ
んのお力添えにて今年も何とか乗り
切りたいと思いますので、どうぞ宜しく。

田中(信)会員 皆さん新年あけましておめでとうご
ざいます。本日卓話です。よろしくお
願いします。

￥36,000.-　　累計　￥403,000.-

￥5,000-　　　　累計　￥93,000.-

幹事報告 幹事：稲垣 良二

出席・親睦委員会報告 委員長　大草　修

災害支援PJ委員会報告 委員長　広瀬　芳和

IM3組RD実行委員会報告 委員長　山崎　修一 累計：￥1,034,029.-

￥6,500.-
￥2,195.-清水会員より

ライトミール振替11月分

1月17日【1774回】

会員数　 　 　 　 2 5 名
（内出席規定免除  9名）

出席会員   16名中  12名

出席免除会員  9名中  7名

休止会員　　　   1名 

出 席 率 19/23  82.61%

ビジター　　　　 1名

ゲスト　　　　　 0名

出席総数　　　　 20名

前々回  12/13 Ｍ/Ｕ2名

修正出席率 15/18 185.00%



職業奉仕委員会の仕事を知るためにはまずロー
タリーの目的を知る必要があります。
その上でロータリーの基本理念や R・I 定款、標
準ロータリークラブ定款の中の職業奉仕に関する
考え方を知らなければなりません。
いろいろな資料に目を 通しましたが難しい語句
や単語が多く辞書を片手に私なりに整理をしてみ
ましたので後のフォーラムで皆さんの御意見をお
聞かせ下さい。よろしくお願い致します。

1. ロータリーの奉仕の理論について
1業種1会員で地域を代表する会員がロータ
リーの大使となりその業界に理念を 推奨すると
あるが現状は業種を代表しない者も入会出来
る。 今は各事業所としてもコンプライアンス・
S.C.R・SDGs・PL 法・D.D・ISO 等 で企業倫理を
高めている。今後の奉仕の理論の考え方を議論
をしたい。
2. 区域限界がなくなったため、地域のニーズに応
える範囲をどう考えれば良いか。
3. ロータリーの目的第 2 の理解について
根底には道徳律(職業倫理訓)、大連宣言、ロー
タリアンの職業宣言など変えてはならない職業
倫理の初心であるが現在のロータリアンは全て
知る必要があるか。現代はロータリアンの行動
規範のみで良いのか。
4. ロータリーの目的第 2、標準ロータリークラブ
定款第 5 条第 2 の語句の説明 →【資料参照】
理解出来たかどうか。
5. 標準ロータリークラブ定款第 6 条第 2 が職業
奉仕の公式定義とされているが自分自身に対し
て「自分の職業活動に奉仕の理念を適用するに
は具体的に何をすればよいか」問いかけて自ら
答えられるか。
6.自己の職業の品位と道徳的水準を高め、職場や
取引先、社会から尊重される存在になるよう努
力しているか。
7. 例会に出席し、互いに切磋琢磨し、心を磨いて

いるか。 そのような例会になっているか。

1905
【 年 】 【 事  項 】

ポール・ハリスによるシカゴロータリークラブ
の創立

1910 「実業互恵」と「親睦」一業一会員の原則、信
頼できる仲間

1910 進歩的で尊敬すべき商取引の推進→職業倫
理の登場

1912 国際ロータリークラブ連合会の目的
ロータリークラブの目的→地域社会奉
仕の登場「公共の福祉」

1915 道徳律(職業倫理訓)→職業天職論+アー
サー・フレデリック・シェルドンの奉仕理論
+職業倫理の 3 つから成っている

1923 決議 23-34 が採択→社会奉仕の方針
+職業倫理の 3 つから成っている

1927 初めて職業奉仕が登場(Vacational Service)
天職の意味が強い
目標設定計画に基づく四大奉仕に分割(クラ
ブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕) 
《定義》「ロータリアンがそれぞれの職業を通
じて他の人々に奉仕し、高い道徳的水準を
保つこと」

1928 古沢丈作氏により日本に「道徳律(職業倫理
訓)」の理念を根付かせた
「大連ロータリークラブのロータリー宣言」日
本語で5ケ条にまとめたもの

1931 「道徳律(職業倫理訓)」の第 6 項や第 11 項
への反発が強く宣伝、領布が中止された

1932 ハーバート・J・テーラーが「四つのテスト」作
成1943年にR.Cに採用された

1948 職業奉仕委員会が廃止された
1951 「道徳律」が廃止され言葉だけがRI細則第 

16条に残された

1911 ロータリー宣言→奉仕という言葉の登場
He(One) profits most who serves best
Service not(above) self

（4Pへ続く）

卓 話

担当：田中（信）会員

クラブフォーラム（職業奉仕部門）
「職業奉仕について」　

意見

職業奉仕に関する歴史のメモ

～
非公式の標語として採択
→ 1950年公式標語となる

ロータリアン同士の
実業互恵主義が残っている



本日のロータリーソング本日のロータリーソング

（3ページより）

担当：谷会員

1980 RI細則第 16条が削除された
1987 職業奉仕委員会が40年ぶりに復活し「職業

奉仕に関する声明」を発表したが批判が殺
到したため 1988 年委員会廃止

1989 「ロータリアンの職業宣言」採択、道徳律の
欠点を修正したもの

2001 職業分類の一業種一人が撤廃され一業種5 
名までとなる
ポール・ハリスの「一業一会員制の原則」が
終了した

2007 《定義》標準ロータリークラブ定款第5条第2

2010 《定義》 2007 年と同じ・4大奉仕に新世代奉
仕(青少年奉仕)が追加され5大奉仕となった

2011 「ロータリアンの行動規範」に改編 8ケ条

2014 「ロータリアンの行動規範」5ケ条
同年第5の「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」が削除され4ケ条
となる

2019 「ロータリアンの行動規範」に第5が新設された
クラブの構成を改正し、職業分類の制限は
廃止された、但しバランスのとれた構成とす
ること

2016 《定義》標準ロータリークラブ定款第6条第2項

決議 23-34 →1923年までにあった個人奉仕や
団体奉仕や金銭的奉仕の是非等の 考え方や行動
を整理・調和させるためにまとめたもの。何回か修
正されたが 66-49 の改正文が最終とされている。
【資料参照】

Ideal of Service →奉仕の理念(理想)
人とか地域社会や相対する人々のニーズを良く汲
みとってそのニ ーズを理想的なかたち(3方よしの

Ideal of Service →奉仕の理念(理想)
人とか地域社会や相対する人々のニーズを良く汲
みとってそのニ ーズを理想的なかたち(3方よしの
教えを思いやりの心、助け合い の心で実践するこ
と)で満たすということ。

Service(奉仕)の概念 →Service は Serve の名詞
形で Serve とは to do something for someone 
のこと。人とか地域にニーズがありそのニーズを満
たしていこうとする行為。まずニーズを知らなけれ
ばならない。

ロータリーの中核的価値観(2007年)→奉仕・親
睦・多様性・高潔性・リーダーシップ

D・E・I →　・ダイバーシティー(多様性) ・エク
イティ(公正・正当) ・インクルージョン(包摂・包み
いれること)

Service →　ニュアンスとして神への奉仕
Vocational Service→自分の職業を通じて社会
に奉仕し神を満足させること。

道徳的能力の根源は想像力である。→ロータリア
ンは想像力を高め職業の創造に繋ぐことができる。
想像力は人だけではなく動植物やものとのコミュ
ニケーションが必要。
Ethical →スタンダード・倫理基準・道徳の基準・モラル

C・S・R →Corporate Social Responsibility    
企業の社会的責任

P・L 法 →Product Liability 企業の製造責任
D・D →Disability Discrimination(障害者差別)
障害を理由とする差別の 解消を推進する。

語句の意味の整理

職業奉仕の理念 →「超我の奉仕」Service Above 
Self 人道的奉仕

社会奉仕の理念 →「超我の奉仕」Service Above 
Self 人道的奉仕

ISO →International Organization for Standard-
ization 国際標準機構


