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Ｒ｜会長フランク・デフリン 点可
匹

怠り灘W:;1菖羅城鮮鰯
規範を保持させていく擶導譜でした。１０月の

職業奉仕月間に当たって、私はロータリアン

の皆さんが、忠まれない人や障害を持つ人た

ちのために雁)Uの機会を,挫けるよう要請しま

す。地域社会のビジネス・リーダーとして、

あなたの関心と触れ合いが|ｲﾘ雌の連続した人

生を送っている人たちにlﾘ｣らかな述いをもた

らすことになるのです。

機会の欠如が最大の壁

ＷＨＯ（１１上界保健機UM）では、世界人口の

10％が何らかの陣'『ｻﾞを抱えていろと推定して

います。さらに、これらIliit1IliFを持った人たち

の80％が発腱途上IHIでｌｉＥらしており、このこ

とは国際ロータリーのような組繊の活動を、

より不可欠なものにしています。個人の可能

性を制限するのはIllIrIIfではなく、機会の欠如

です－障害そのものではありません－機

会の欠如が成功への舷大の鐘になっているの

です。

ljU係や手腕を活用し、「1分たちより｝inまれな

い人たちを救済することのできる理想的な立

場にいます。人の生い立ちや経歴は、１２１偏、

rl主性そして個人の能力を形成するのに砥要

な役W11を担っているのです。秋極的に企業や

他の恭I|:1,体と協力しあうことにより、私た

ちは特別なilll練や教育、〕１K)Ｉｊを必妥としてい

る人たちに、llMi業に従歌する無限の機会を提

供できるようになるのです。

ロータリーが障害を持った人たちに職業訓

練を提供しているグッドウイル・インダスト

リーズ（1910年法人化された米｢ii1のＮＰＯ）－
のような瓢職と協力しあうことが大切だと、

私が感じている理由はここにあ！)ます゜私は、

このような組織の11上界的な委圦会の一口とし

てポ１１身することを誇りに思っています。ロー

タリアンとして、私たちはlliit諜稀と忠まれな

い人のための雇用機会を自分、身の会社に設

けることができ、地域社会における他のビジ

ネス・リーダーたちの見本となれるのです。

lljit襟滞に彼らが受けるにIlfすら雌雄を兼ね

lWiえた機会を、私たちは共につくりだすこと

ができるのです。ロータリアンとして、私たちは｢1分の仕ｌｌｉ
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すのを援助しているのです。また村落銀行は

独自の後援を貧しい女性たちに施し、彼女た

ちが貧悶の悪循環から抜け出せるように務め

ています。世界ﾘﾘのロータリー地域社会共同

隊の活動は、このような小規模の事業を始め

たり、支援の確実な〃となっています。

求められる高レベルの職業奉仕

私はまた､岐低でも1,000ロータリークラブ

が障害を持つ人たちのために雁剛の促進およ

び提供をロ的とした、ロパートＳ、゛ボブ剛

スコットＭ､Ｄ､元ＲＩ副会長が委貝長を務

めろ、障害考雇)U促進グループを.任命しまし

た。私たちは、2002年までに少なくとも50万

のⅢ彊用機会をつくりだすため、各クラブが地

元の経営者や職業訓練所、公共の社会那業施

設と協力しあうことを奨励します。すでに仙

界中の多くのロータリークラブが、アフリカ

の職業訓練施設からアジアの超小規ｉＸ企業救

済活動まで、陣諜者が有意義な仕不を探し出

すための職業訓練のプロジェクトを支援して

いるのです。

私たちは可能性に輝いている新しい阯紀を

迎えようとしています。共に、懲識を喚起し

－進んで行動をして、恵まれない人々や地

域社会一つまりは地球社会全体のためにな

る職業奉仕をさらに高いレベルに持っていき

ましょう。（IRI指定記』】｢）

ｒ、

ロータリアンで、米国インディアナ州の教

育者ヤン・ウー・カン氏は逆境に打ち勝った

輝ける見本です。「ロータリークラブとＲＩ

のロータリー財団の支援に感謝しています｣。

ヤン・ワーは彼の．母国である赫国の大学に通

った最初の青、学生だったのです。後に彼は

アメリカに移り住み、博士号を取得した鹸初

の盲|］の蝉国人になり、今日では、彼は障害

を持った人たちの率先した擁識者の一人にな

っています。

フランクＪ・デブリン

2000-01羊皮ＲＩ会1２

私達の使命..．

r~、 識を喚意識を喚起し－

進んで行動を
職業上の成功がもたらしたもう一つの先駆

例は、ロータリーの支援による村落銀行プロ

グラムおよびマイクロクレジット・プロジェ

クトです。村落銀行は少額で低利子のローン

を設けることによって、恵まれないグループ

が地方や都会において将来性のある事業を起

,.､私運のクラブ

,Jlh域社会

,,私通の世界Pで
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未来につながる職業奉仕

三雲』ロータリアン誌10月号よｂ
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1998年６月、米同イリノイ州ネイパーヴイル

ＲＣのアンディ・パレストラ氏が聯業奉仕委圦

長に就任した時、彼はロータリアンが地尤の学

校の学生たちと一緒になって意義のあるプロジ

ェクトを実施することはロータリークラブにと

って、大切なことだと考えました。「私は、自

分の大学生活のｐ々を思い出しました。雌初は

エンジニアになるために勉強をしました。その

後]そ菜学科から機械学科へと専攻を変え、岐終

的に就学中に体験したいくつかのｲI:躯が参考に

なり、上木工学を選んだのです。従って、私は

子供たちが商校に通っている１１１１に現実の社会の

一部を経験させてあげられるプログラムを砿立

することは有益だと思ったのです。クラブは、

地域内の率業や専門職に携わる人たちが、教室

にｌＩｌ向き、生徒に現実の仕1Ｆについて信頼でき

る意見を与えてくれるよう、要１１１１{すべきです」

とアンディは話しています。

未来の労働力の開発

ちょうど同じころ、アンデイはネイパーヴイ

ル・サンライズＲＣの職業準仕委貝及でネイパ

ーヴイル．コミュニティー．ユニット学区203

の企画および地域閃係の責任着のメアリー．ア

ン．ポポスカイ氏から地活を受けました。学区

におけるメアリー・アンの役割の一つは、地域

向に71F業と教育に関して240以上のパートナー

シップを展朋させ、監督することです。アンデ

イとメアリー・アンは、ネイパーヴイル地区の

商工会議所の教育委且会とデューページ邪教

育．職業団体に参加を促し、アンデイたちの案

を採用してくれるようにしました。

２つのグループはプロジェクトに関心を示し、

それによってアンデイとメアリー・アンは職業

考察チームを組織することになったのです。

「私たちは、年に一度の就職相談F|より効果が

あるとみました。その代わりに、教室での説明

会から始まり、指導、魂場訪''１１、模擬就職そし

て実習iUll純を提供していこうと決めました。ボ

ランティアとして参加してくれる事業家と生徒

たちの'111で継続していける閃係をつくりだすよ

うな職業奉仕プロジェクトにしたかったので

す」と、アンデイは言っています。

ネイパーヴィル商工会議所のプログラム部門

のジェニー・ゲイツ副会頭は、強力な支援醤で

あり、次のように述べてい蛍す。「臓業考察プ

ログラムを通して、私たちも未来の労働力の1川

発に携わっているのだと感じています。私たち

は、このような若者たちが成功するために必要

な能力1)１１発の手助けをしたいのです。そしてい

つの日か、彼らは地域のリーダーになることで

しょう｣。アンデイとメアリー・アンは、地区

の４商校の校長と就職相談貝全貝と会い、彼ら

にチームのjli妥なメンバーとして、参加しても

らいました。「就職ｲ'1談貝たちは、私たちにと

って11t工な仲介者でした。彼らは協力してくれ

る教師を探し、興味を持たせることによってプ

ログラムが動き始めるようにしてくれたので

す｣。メアリー・アンによると、プログラム初

年度の1999-2000学年度のjUI11Hlli、２５人のロー

タリアンと商工会繊所会風がいくつもの教室で

脱明会を朋営、850人以上の生徒と交流を持つ

ことができたそうです。

「索11Ｗらしい年になりました。ビジネス・リー

ダーたちは身近で時流に沿った話をしてくれ＿
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生徒たちがこれらの情報を自分たちの先生以外

から11Hけたのは、大変此正なことでした。生徒

たちは興味を持って話をIlllいていました」と、

ウォーポンジー・バレー揃校のジョーン・ドー

リンガー職業コーディネーターは言っています。

説明された事業とＷ〔１１１職業は、生活援助、剛芸、

Ⅱｲ務、改築、人的安源、法ｷlt、飲食関係それに

耶隊などが含まれていました。

職場訪問と模擬就職の機会を提供

ネイパーヴィル中央i耐校の就職センターのリ

ンダ・アーネス助手は、プログラムに参加して

同じようなiltjltな経験を持つことができました。

「私たちは、地域に還元することを望んでいる

ロータリークラブと商工会議所から15人のゲス

ト・スピーカーを招きました。デーピス向、ITI〔

のオーナーで、ロータリアンのアート・デーピ

スは実習教室で、彼がどのようにしてIL1mjjrli業

界に参入したかを話してくれました｣。

「ビジネス・リーダーたちは話をしてくれただ

けでなく、彼らは話に興味をもった学生たちに

白分の増liiiや述絡光を教えてくれたのです。さ

らに何人かのロータリアンは、学生の助言者に

なることを申し{I(、また彼らの｡!r務所への幼'１１１

と模擬就職の機会を提供してくれました｣。

ネイパーヴィル北高校のライアン・ハッパー

ド主任教師は、自分が担当している会社法初級

クラスのＩＩＪに職業考察プログラムを取り入れま

した。ネイパーヴイル・サンライズＲＣの会只

で、コリンズ法律711F務所のシャウン・コリンズ

妓高責任者は、たびたびこのクラスを訪れて協

力していました。「コリンズ氏は、大体週に３

回も教室を訪れ、今話題になっていることを私

たちの授業内容に合わせて解説してくれました。

ですから、私たちはエリアン・ゴンザレス君の

１下件やマイクロソフト社について話し合うこと

ができました。また彼は、法祁に1H1して私たち

が関心を抱いていることについて議論をする場

を設けてくれたのです｣。

この授業は最終梛題として、生徒たちを弁蔽

士に見立てた模擬裁判を朋廷し、ロータリアン

のコリンズは控訴裁判官の役を演じ、生徒たち

模擬裁判で弁誕士を演じる女生徒

と論争しました。「このプログラムでやってい

ることは、私たちのｐ々の幕らしにも本当に役

立ちます。ロータリアンのコリンズは、私たち

がテレビで知ることができる以上の法律の様子

を教えてくれ畠した。彼は私たちに、保険法、

会社法、それに遺祷検認法についても教えてく

れました。また、倫理的な弁護士を目指すこと、

そして家族を第一に考え、自分の子供たちと一

緒に過ごす時ｌ１ＩＩを持つことについても、彼は話

してくれました」とライアンは述べています。

学校に戻ったロータリアン

さらに職業考察プログラムは、ロータリアン

と若者がお互いに触れ合う機会を与えるもので

す。「このプログラムは、ロータリアンに学校

に戻る絶好の機会をもたらしています。多くの

人がもう何イドも学校から遠ざかったままになっ

ているはずであり、現在の教育を知りません。

私の巷えでは、学校教育の将来はその地域社会

と地域指導希の支援にかかっています｣。

ネィパーヴィノしＲＣの会貝でえ､イパーヴィ

ル・コミュニティー・ユニット学区203の監督

者、ドナルド・ウエパー博士は職業考察プログ

ラムの強力な支援稀です。「ロータリアンとし

て、また学校朧１干満として私は、地域の事業家

が学.核と辮接な関係を持つことはとても大切な

ことだと信じています。職業考察プログラムは、

生徒たちが生涯の旅に向けての準lWiにあたり、

ビジネス・リーダーが就職と)liijHの機会につい

て1ﾘ]雌なげi報を提供することを可能にしている

のです」と彼は語っています。（ＲＩ指定組１F）

《↓
ｒ、
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，魂にと｡ての｜
｜職業奉仕

Ｉ国内35地区の各地ばから１クラブを１
１燕作為に遊び、入会３ｲ{：末欄と３年以上１

１の会貝１人ずつに､ｎ分の考える．自分Ｉ
ｉが行っている臓楽半１Ｊ:についてうかがい１

１ました。
ｉあなたﾉｰとっての職鱗恭仕どは？Ｉ

！今)ｲは、職業米'1:jjI111です。各化1人で１

１職業奉仕について》‘えてみませんか｡各１
！クラブで、お）fいに職堆綱1:の活をしてＩ
’みてください。

,－－－－－－－－－－－－」

コンブライアンス

鮒2560地区Ｗｆ淘乢（祈潟IIIillC加地正梱

私が入会して、１年半が総過しました。この

１１１１に私が身をii'上いていろ＃ｒｉＩｆ係Ｉｊｉｔ蝋lALM'1111化

の波がlIlIし寄せ、「コンブライアンス」という

新しいＭ§が、しばしば登場するようになって

きました。川本語では「法令等遵守」と少し愈

Iﾙﾋﾞ不Iﾘ]の沢になっていますが、私にとって入会

111rにロータリーの心得を教えていただいた際の

「llqつのテスト」に照らし合わせろと、この雌

ｊＷな!↑Jliがよく理解できます。

1954ｲ|:Ｒ(il立50)1M年の会奨ハーパート・テー

ラーが提llllしたと聞きロータリーのJll念の光兄

性に改めて感動した次第です。今後６－Ｍ厳し

い|if代になると思いますが、「[''１つのテスト」

を噸に入れｎ々実践することが、私にできる雌

大の蝋業奉仕ではないかと考えています。

ｌ糊MWHl架1999年１）l入会196】年】ｊＩ６Ｉｌ生生れ

『１

品質保証の徹底 おはよう入
会
３
年
未
満

第2510地腫秋IIIl1l能代ＲＣ中田範彦 WY2810地Ⅸ聯叫1Ｋ桐生中央ＲＣ岡村恵一

ロータリーに入会して１イド３カノ]･正直なと

ころ、「職業奉仕」といわれても「ハテ／何

を丼けばいいのか」と悩んでいるところです。

私の職業は建設業であり、社内での業務は品

賀保証と全社的な悴Ｊ１Ｉ１を.にとしています。luL職

業における職業準１１:とは、rlIflUi機で品変のよ

い処物を顧客へ提供すること」であると考えて

います。

当社では、品賀lifjpl1を徹底させるため今年２

月にISO9001をＪＭﾄしました。その中で私は、

品質笹理の還終チェックを行う立場にあります。

品質保証をさらに倣底することが、顧客を満

足させ、社会へ瓦戯することであると考え、業

務にまい進し、職業奉ｲﾋを笈映していく所存で

す。

処投架l999jIZ`Ijl入会195,1年９)ｌ２ＬＩ生きれ

私はＪｆ材業を営んでいます。従業瓜数人の小

さな会社ではありますが、一致[W1総してこの不

況を采、越えるために日夜努力しています。

DlIjlは「おはよう／」と、私の方からあいさつ

し、その後、従業貝が「おはようございま

す／」と返します。

’1::ＩＦに入るｉｉｉの第一歩から、みんなとコミュ

ニケーションを取り、Ｉﾘjろく元飢にⅡ:ﾘﾄﾞができ

るような環境をつくっています。そうすること

により、お群さまにできるだけ良い品物をお届

けでき、それが職業奉仕につながる‘のだと思

います。

「安ければいい／」といった時代は終わったの

です。良い,lif,物をいかに安く、みなさまに提供

できるかll々努力を怠りません。

イ,ilJlUnjZ1998年９)]人全196Ｍ212)］５１１処士れ

Ｖ ～ 
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笑顔 声をかける運動

第2650地区ｊ綱l府賦梛i町北ＲＣ宮口寵雄姉2580地区」〔〃(祁』[〃(斬桁ＲＣ福原恒治

私の職業は旅行業です。

以Iii、あるイベントで「笑顔」を特集したこ

とがあります。その時、多くの笑顔に教えられ

ました。人は艀「楽しいときが雌高の笑顔」に

なりますね。

世の中には楽しいことがたくきんありますが、

旅は災いjUll1Hエンジョイできるのが長所です。

旅行中だけでなく、旅行前の楽しみ、旅行後の

思い出まで力Ⅱえれば、２～３カ月１１１１は楽しめま

す。

旅を通じて「よい笑顔」「うきうき・わくわ

く感」を楽しんでいただくよう、いつも心がけ

ています。お客さまから「とても楽しかった」

と言われろと心からうれしくなり、少しは人の

お役に立てたかなという実感を持ちます。

旅行業1998年３)j入会1948年gjl281llkまれ

既に二十余年iMj、当時の学長は学生には親切

仁が口癖。通信課程を有しているので、学生は

あらゆる職業と、老若男女が入り交じり、一筋

純では対応できないのである。そこで職ｊＭ１１互

をはじめ、学生に対しても声のあいさつからを

モットーにした。特に新入生には、不安解iMiの

ため菰極的に声をかける述mjIを提鴫。

まずｲ１J手の話をIHI〈、そして簡潔、Ｉﾘ１１１ﾎﾞ、そ

の上素.早い対応がなされねばならない。そのた

め学IAlのさまざまのlfiMiとシステムが-|-分蓄積、

消化されていることが必要。ｆＥ話応対には専ｌ１Ｉｊ

家によるiiliifiを行ったことはいうまでもない。

このような愈敵が学内に浸透してくると活気が

生ずろ。大』itの１１'i報が飛び交う今日、ごくiiW4i

で祇極的な声のあいさつからが大切ではなかろ

うか。私立大学1998ｲlz7Ⅱ入会1935ｲ'三５)】28Ｍ芸れ

r=、

利益の追求会社の成長木材の利用と環境保全

節2680地区兵ｌＩ１[県姫路』`ＲＣ岸元俊朗第2630地区三ｍ４１）I勢ＲＣ世古武弘

職業奉仕川1Mにあたり、まず会Ｌｕﾆしての職

域を代表する澁任を改めて認識いたしました。

会社を営む以上、利益を追求し成艮させていく

ことが職業準(この基本となるべきものです。そ

の上で従業11、また、その家族の生活、｜n]業者

とのつきあい、地域社会にいかに文i航していく

かなどを考えることが、私にとっての職業奉仕

だと思っています。

これらのことは大変困難を極めるもので厳し

い場面に111面することもあります。これから先、

L１本は商船化、少子化、.,if少年１１１]題、さらには

環境'１１１題など、いままで縫験したことがない難

１１１１につきあたるでしょう。しかし、私はロータ

リー活動遊逝じて力を合わせ、解決の糸１１を見

いだしていきたいと考えます。

［】mji｣l【学校1999年５）j入会1948年10月10Ｈ生望れ

今、ロ水の林業が、危機的状況に陥りつつあ

ります。木材弼妥の低下による木材IiIIi格の鑛落、

そして山の荒廃が徐々に進行しています。

三垂県内においても、植林されずに放Wtされ

る山林が、少しずつ目立ってまいりました。

木材の需要を喚起するためには、処築JM材と

しての木材を、考えillLす必要があるように思い

ます。火に弱いということで、建築基準法にお

いては、木材･の使)１１にきびしい制限が力Ⅱえられ

ています。

しかし、地球規棋での環境を考えなければな

らない２１世紀にあっては、木材の利川促進を巷

えながら、建築韮ilk法も考えｉｄさなければなら

ない、そんな11ｹ代であるように思います。

製材1999年８)]入会1958年３月22日生まれ

（Ｉ 
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職業奉仕を追求していく人生 おとなの責任を果たす

節2690｣山風鳥取１Ｍ米子l(Ｃ児嶋敏雄 節2710地区広局ｌＩＬ広XbllIiRC玉川｜釦

４１歳になる私が、職業泰１－ｔについて考えるよ

うになったのは、４０歳を過ぎてからのことです。

それまでは、昨|F1より今I｣、今年より来年いか

に成良発展をするか（企業においても|］分[1身

においていだけを考えて仕1Vをしていたよう

な気がします。

ところが、脚分は何のために生きているのだ

ろうとか、自分の会社の存在感義は何なのだろ

うとか、急に巷えるようになりました。しかし、

いまだ、私にとっての答えは出ていません。た

だ、そのことを兇.極め追求していく人生でなけ

ればならないことは流切に感じ、見極めていこ

うと考えています。

また、先搬方の生き方から学ばせていただこ

うと考えている昨今です。

冠鰯雛衆1998年10月入会1958年l2jl20H生生れ

殺人を犯す子どもたちがいる。そこまではい

かなくても、反社会的な行動や、見るに耐えな

い無作法を1,1〈少‘'二、少女たちがまかり通って

いろ。「近ごろの子どもたちはどうなっている

のだ」という慨1興の声とともに、原因の究明や

対策についての縁台活もにぎやかだ。だがその

前に、忘れてはならないことがあると私は思う。

それは、今の子どもたちは、私たちおとながつ

くった社会のシステムと、おとなたちの生き方

の所産であるということだ。

ロータリーの綱領には「.ＩＦ業および専lnu1職務

の道徳的水準を高めること」とある。

私にとっての職業奉仕は､｢２１世紀を担う若肴

たちのために、おとなの武任を来たすことだ」

と思っていろ。

刑鯲学校l998flE2jj人公1935年ｌｊＩ１Ｍ差れ

伊、

時代にマッチする人材の育成 私にて､きる職業奉仕は？

節2670地区徳勘１１Ｌｌ１４ｌ１ＵＲＣ平石雅浩 節2730地区禽崎ｌＫｎ向ＲＣ清水稔久

私は、「職業奉仕」とは、「自分の職業を逝

じて社会に奉仕すること」と理解していますが、

今回改めて、徳防・Il9iIlIという小さなN｣~に身を

髄〈アパレルメーカーの私たちにできることを

考えてみると、やはDrJliKmを皿して社会に貢

献すること」が一番であると博認識いたしまし

た。

しかしながら、現在のように厳しい経済環境

のなかでは、１日米の大逓)lYi)T1・終身〕ｌｌＩｊＨという

よりも、労働の賛のＩ伝換を図b、「商いレベル

の労働力を厄)Hする」ことが犬･切であると考え

ます。そして、会社を通じて生涯教育を行うこ

とにより、時代にマッチする人材を育成するこ

とが、私の考える「職業奉仕」活動につながる

ものと信じています。

アパレノレ製逝2000年７月入会I954flZ2）１６日生生れ

職業奉仕とは？『ロータリーの友』や『ガ

バナー月信』を閉くうち、第2730地区の林務iiii

職業奉仕委貝長が、ヤマアラシの自己中心性を

例にとってう!；かれていろ－文に出合えた。

ロータリーの創設時は、物質的机互扶助や経

営上の悩み、アイデア交換など身内だけのサロ

ンであったが、自分たちだけが良ければという

利己心が、仲間、あるいは地域社会を結合させ

ず、かえって分離させることを知ることで、奉

仕の精神を採り入れたこと。奉仕の精神は、親

睦によるお互いの深い信頼と友Ｗｉが礎となって

はじめて発揮できるものであり、職業人の染ま

りである特性を生かした職業奉仕こそが、ロー

タリーの本Eliであり、その他の活動の出発点で

あること。そして、私にできる職業奉化は？

難渋業200Ｍ§IjJ人全1947年３l121Il'１５生れ

戸q、
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つぎの仕事に例会への出席 ■■■■[ 入
会
３
年

第2510地区北海道小仲I(Ｃ伊藤紘一 第2560地区新潟凧新潟llHRC佐藤雅

mlii 
例会への出席。そこで体↑(ﾄしたものを元にｌＷｊｉ

客が必要とする怖報として提供する。また、そ

の逆も生ずろ。願客や同業者は、何を望んでい

るか、常に念頭にW上いておくことが肝妥であり、

奨業樋会11の愈几が大いに必婆になる。職業奉

仕とは、ロータリアン個々が行うべき奉仕であ

るし、自分なりに行動してきたつもりだが、体

調をくずし、思うようにｌＭ１ｉできず、活動でき

ないのが残念である。

日本では、宗教観、倫理１KMなどで、特にこの

点はなじめないことがあるように思う。数イドと

いう周jUjでは、頭で理解しても、自発hIimjlをfド

ラのは難しいのではないか。私も諸先誰に教え

を訓うても、慰者が1111〈ﾈiiiIlH鴇みたいなもので、

ロータリーの根木を理解し切れていないのが現

状。イi炭配布1988年７月入会1911年８)113ｐ生まれ

私の職業分jJiは処築設計である。安全で快適

な建物を経済的に設計することが、私の聯業準

仕といえよう。この場合、安全とは地震・風水

害・火災・潅難などに対してであり、快適とは

デザインや住み心地の良さなどのことであろう。

経済的とは、いろいろな.検討をして、筒エネ等

のランニングコストを含めた総工費を５％でも

減らすということである。もちろん、バラック

を造るということではない。

しかし、ここにジレンマがある。ご承知のとお

り､設計癖ﾄは総工凹の何％で決まる｡設計者がい

ろいろ検討して総工幽を減らした設計をすれば、

発注者は喜ぶであろうが、設計者にとっては苦

労して向分の設計料収入を減らすことになる。

次のｉｈＪ１ｆにつながると思うしかないようだ。

雄蕊設柵・’991年５月入金１９'12年１１月29日生まれ

「

歯はみんなのおともだち 人間の幸せの具現化

第2790地区干莱ｌｌｌＩｎＲＣ山浦修治節2520地区埼乎ｊＩＬ北I:I)ＷＲＣ赤坂孝夫

ばいさん

「虫Hillま徽菌でできるよ｣、でもね「みんなの

体の中には、アンパンマンがいるから大丈夫」

「ロの中をきれいにして元気に遊ぼうね｣。な
ひとみ

んとか知ってほしい私の言雛を、】､iくllitで吸収

していろ。課題学習に歯科予防保健は岐適なも

のと言われ、生活習慣病と定義された多くの疾

忠は、歯の刷抓習悩化によって、その他の脈ｐＷ
でんぱ

にも伝播ｺﾞｰろと思われます。

奉仕活動で心に残るのは知育・体育・徳育に

接触するときで、いつの時代にも必要な人ＩＭＩ;、

活力あふれる創造性を堵ってほしい、そんな思

いが「ありがとう」と歯ブラシを受けとる阿児

の手に、ぬくもりにしみ込んでゆく。「歯はみ

んなのおともだち」大きな戸で「テーマ」を11m

和した顔・顔。細やかな－隅に私はいる。

Ni｢科睡1988年１月入会1936年２jj2011生まれ

「四つのテスト」に始まり、その後の職業宣言

で示唆されていろとおり、職業奉仕の基本とし

ては、幟業モラルに蕪づき自身の業を実践する

ことが求められています。

憧療lliiiの一端に擁わら立場としては、治療方

針を決める上での基本的な考え方として、輪療

を受ける人にとって、その治療方針がベストで

あるか？また相手の立場に立ち、自分だった

らその輪療を受けることを望むか？と自身を

テストしてから説明し、Ｉ可愈をいただいて治療

に移ることを実践するように心がけています。

また専門職務に携わる身として考えれば、そ

れぞれの職務を通じて人|M1の幸せを共現化する

ことこそ、職業奉仕のあるべき姿と理解してい

ます。

ｉ11軒講師1995年l1jj入会1949年１ｊｌ２８[I生まれ

戸恥
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お客さまの顔を思う 誠意ある適切な診療

鱗2800地区Ｉ【l形ｌ１１ｉＺｉＵｌスワンＲＣ菊地安範 節2810地隠宮城ｌＲＦｌＸＴＲＣ柿崎六郎

私の職業は、結婚式場、仕lIlし専門店、スー

パー、和洋食料理店などへの魚の販売です。魚

の調理配達を通じて思うのは自社の魚を食する

ときのお客さまの顔です。焚男であるが故に本

人の意とは関係なく後継ぎに決まっていましたｃ

しかし今45歳になり、本当に職業を通して社会

に奉仕している何分を感じます。

とかく交源の枯渇を叫ばれる水）膿業界。生産

者への生活安定、１W賀者への安定供給、地球規

撰の盗源育成、｜Ⅲ題は山稜しています。こうし

た業界の中にあって、ロータリークラブの巾で

の職業奉仕の追求は､今後必ず大きな指針とな

って私を導いてくれるものと確信しています。

皆さん、今一度、１２１分にとっての職業零ｲ|:を考

えてみませんか。

鮴jHl1995flZ4月入会1955年10)]2411生まれ

「111つのテスト」が、職業奉仕の桁神そのもの

と思っています。

私は小児科閉業医で、’''1業32年になります。

若い'二きに比べ、だいぶ忠児や親の気持ちが分

かるようになりました。

診察室で診る裸の思兄は、どんな家庭の子で

６，皆同じくかわいらしい。恐児を、わが子の

ように思い、恐兄のilIj親の思いを常に感じて診

察しています。

ただし、親が非常識であったり、無理なこと

を要求するときは、応じませんし、過剰なサー

ビスをするつもりはありません。

誠意ある、適切な診旅が、私の職業奉仕と思

っています。

小児科医1971年IJI入会1933年７月９日生まれ

律四

自己錬成に向かって

第2830地区ｆｉ森1(（弘前西ＲＣ須藤鹿志

今年度のＲＩテーマとメッセージを何度か繰

り返し、目を通してみるのだが、「臓業奉仕」

について共作的な提言がなきれていないように

見受けられる。ロータリアンであるならば、今

更職業準ｲﾋについて、どうのこうのということ

もあるまい、ということなのだろうか。

しかしながら、昨今、自らの職業についての

誇りも、党もないような企業不祥鞭が続出して

いる現状にあって、職業奉仕についての意識を

なお－)iii高める必要がありはすまいか。

ロータリーの原点ともいえる、職業を通して

他人に拳{｣上、他人を喜ばせ、他人に幸福をも

たらすべく、高い倫理観と社会的責任感、その

ための自己錬成に向かって、今こそ「意識を喚

起し、進んで行動を」起こす時であると思う。

神職1988年８月入会1947年３jj29m生急れ

弓

イラスト・相模原中ＲＣ市村立
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自分の仕事の経験が役立てば 親切と思いやりをモットーに

第2830地区１１『樺ｌＲ弘llliFliltC荒木一散 第2590地区llll奈川凧横浜北ＲＣ清水昭

ロータリーに入会して４年になりますが、私

の考えている職業奉仕について、お話ししたい

と思います。個人で営業していますと、イヒ１７柄、

どうしても交際範囲が限られてきて、向分の巾

で新しい発想、向上心、そして活性化が鈍くな

ってきたように感じていました。

その時期にロータリー入会の話があり、例会

に出席し、いろいろな業祇の方との交流やｌＩｉ話

などの中から、それぞれの発想や物の見方、Ｉ１１ｉ

値観の迷いを教わり、そして学び、それにより

[１分が活性化してくるのを感じました。各専１１１

分野の会只が仕駆を通しての実践や考え方が他

の会貝に少なからず良い刺激や彩響を与えてい

ると思います。私の呼門分野での言動が少しで

も会貝の役に立てば幸いです。

ｆＭｈ風販売業1996{'二４)I入会1950ｲ1号ｎｊｌ３ＩＩ生謝Ｌ

自分の職業を通じて、相手に喜ばれ、相手に

感謝される行為であり、それによって得た利益

を、クラブ、社会、国際奉仕というボランティ

ア的奉仕活動を通じて、社会に還元することが、

職業奉仕であると考えます。

私の場合、１１M業医という立場で、日々の診】iii

を通じて、親切と思いやりをモットーとし、在

宅ケアや、健康診断や、生活指導に工点をおい

ています。また、従業LLにも参力Ⅱしてもらって、

駅前のiitijii}や、老健施設の蝋lH1、健康相談を実

践しています。

さらに、会、職業の内容、奉仕活動の具体鞭

例を広報し、事業所の見学をして紺互の職場理

解を深めること、職業奉仕にIRIする蝿i話、フォ

ーラムの11N催も企画中です。

鮒人科医1980年９月入会1927年８月19日生まれ

『

持営 ただひたすら聞く

節2580地区来京抓來京新宿ＲＣ近藤英＝ 鍬2590地区神奈川ｌ１Ｌ枇浜北IRC和田久寿

例会15年間皆11}席の表彰を受けることができ

ましたのも、ロータリーが他の奉仕FII体と異な

り、白分の職業を毎口一生懸命行うことが、他

の何よりも優先して社会に奉仕していろ、とい

う基本理念があるからであります。

この原稿を1'rいている８月は、私にとっては

一年で－瀞忙しい旧盆が無不仁過ぎ、ほっと一

息ついたころでした。先代の遷化により住職の

跡を継ぎ、お盆の棚経に檀家の方のお宅を回ら

せていただいて６年になります。今でも嵐分の

親よりも目上の方々からていねいに頭を下げて

いただいたり、ときには深刻な,悩みまで打ち明

けられますと、こんな若裁者でIIL訳ない熟持

ちがわき起こって参ります。

せめてもの思いで努めていることは、「ただ

ひたすら仁聞く」ということです。言葉に表れ

ない相手の本当の気持ちを11Mくということです.

易しいようでなかなか難しいことです。私の職

業はそのものが奉仕の側面がありますが、lHjか

せていただいている私が奉仕されている面もご

ざいます。仏教1997年４)】入会1962KI26JJ9II生急れ

｢氏

いま自社が得意とする歌業の中で、いかにす

れば、お容様、社員、株主、地域住民の方々の

お役に立てるかを真剣に考え、研さんし、行動

することこそ、私たち企業人の「持営」（いと

なみつづけろ）のiiiと考えています。

今ロまでの創業34年の歴史を途絶えさせるこ

となく、社会に貢献していることを自覚して、

聯業奉仕活動をつづけてまいります。

hli報サービス1983ｆＩｚ４ｊ１入会1937年８jj1011生畠れ
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天職 箸能回騨水

第2770地区埼玉ｌ１ＬＪＩＩｎＲＣ竹本佳徳 第2650地区京都府締l;iXi北ＲＣ石川公之

個人主義の現代では、ほとんど死語になって

いますが、「家職」あるいは「家業」という言

業があります。先祖から受け継いで子孫に伝え

る職業という、誇りと義務態とがない交ぜにな

った言韮です。

日本人にとって職業は、単に生活の樋を得る

ための手段ではなく、自分の人生そのものでし

た。働くことが生活であり、働けることが喜び

だったのです。自分の職業に誇りと義務感がも

てなくなったときどうなるかは、最近の各界の

不祥了nFが如実に示している通りです。

どのような職業であれ、社会に不必要な職業

はありません。自分の選んだ職業を「天職」と

心得て、職業を通じて世のため人のために奉仕

しているのだという自負が何より大切です。

商業銀行1996年９月入会1919ｲﾄﾞ６)｣ＭＩＩ生堂れ

私は京都iIlilijliで先代から引き継いだ日本を代
ふくさ

表する織物「つぎれ織」で帯jL、席久沙、額ほ

か､美術繊物などを製造販売しています｡私はこ

の職業を天職とどえ先代から引き継ぎました。

業界は昨今のキモノ離れで、その使命が徐々

にうすれかけている現在。自分なりに何か行動

を起こさなければならないと考えています。茶

碗の中に水を入れ一本の籍で中央からゆるやか

に回してみたら、やがて、その茶碗の水は大き

な輪となって茶碗の'１１の水全体が渦巻くように
ﾊｼﾖｸﾊﾟﾝｽイツマワス

な、まｺﾞｰ。「籍能凹盤水｣。

「天職である向分の仕事にロータリーの誠をつ

くすこと」このロータリーの誠、すなわち「四

つのテスト」を根っこに、もう一度実践するこ

とを答えています。

つ球れ撤製jikl978年７Jj入金1937年２月28Ｍ３Ｆ当れ

匹可

背丈に合った仕事を誠実に 職業のあるべき姿を

第2630地区三ｎｌＭＤＩ勢ＲＣ保津直已 第2690地区鳥取ＩＩＬ米子ＲＣ永井伸和

職業奉仕は、ロータリアンが、それぞれの生

活基盤を織成している職業を通じて「四つのテ

スト」の規範に則って、その奉仕を行うことで

あり、さらに、その奉仕がクラブの輪になり、

発展してクラブと会只双方が一体となってこそ

職業奉仕を尖現できるものと思います。

私は、税理士を職業としていますが、まず自

分の背丈に合ったｲﾋ事を誠実に遂行し、その背

丈は、日ごろ、絶えず自己研きんに努め、激み

取れることにより、人IHI的、知的な面において

成長また変化するものと信じ、これが、職業奉

仕の原点と考え、実行しています。職業上、社

会奉仕と密接な関係がありますが、職業奉仕を

全うすることによって、反射的に社会奉仕にも

大きく貢献共存できるものと信じています。

税理士1989年２J｣入会1932年10月311】化生れ

職業の選択に悩む私に「君がどこに座るかよ

り、そこで何を考えるかがＩｌＨ題だ｣と言った恩師。

小店が創業100年を迎えた年､厚百年史』を編さん

し、地域の皆さまに生かされてきた大恩を知っ

た｡100年記念の読者座談会を地元紙が肌き､｢市

立の図醤館をぜひとも｣｢地方の出版も育てようＪ

｢文化活動の拠点に」と小店への提言を示した。

祖父、今井求文は95歳で亡くなるまで、今井、

田江、永井の３人の孫を染めた毎月の昼食会で、

「一人一業」「存続することは変化すること」

と語り、「木の学校」の識立が遺言となった。

刺業120周年事業・木の学校とグループの再編

成に義弟中野が参加してくれた。職業のあるべ

き姿を愚迩に求め、不器用な４人のロータリア

ンが力を合わせての－歩一歩である。

榔廠販売1980年２月入会1942年９jjl5M生望れ

点一
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成果の一端を識議

節2760地区愛jW111lfhIj｝l銘駅ＲＣ水谷築治

私は30年あまりrlIImlj｣|(の１１２７機械化」とい

う仕事（職業）に従ＩＦしてきた。そのｉｌｌＬ白mlj

ll(業界が抱えていた環境、安全'１{)題の解決に大

いに寄与できたとrlfiしていろ。

その成果の一端を地元の大学で誰義していろ。

教えながら、現在''1:Ⅱ11でIWi胆になっていろ「教

育改革」なるものの本磁が兄えてきた。政府も

識者もすぐその'1:組みを新しいものに変えるこ

とを改革と称していろ。そんなlllI1ujではない。

一言で言えば、教わる側が大きく変化している

のに教える側がその変化に応じきれていない、

そこにこそ問題の核心があるのだ。

われわれロークリアンがその教える側を心底

から支援(私のように現場に立つことも含めて）

することは、新しい職推猴１ｔのひとつである。

ソフトウエア1111発1996年９Ⅱ人全1936年５月22日生蛍れ

Fへ

イラスト・相棋原中ＲＣ市村玩

職業に責任と誇りを 職業倫理の向上

節2670地区鯉Abllll1LI1uⅢ】(Ｃ久住高弘 姉2720地区熊木児熊木火ＲＣ須古博信

職業泰俶仕ってなんだろう。「職業で、奉仕す

る｣。素直に解釈すれば、藤IJR気は、わかるよ

うな気がします。

しかし、職業は利維を１１１Lることが目的で、奉

仕とは、相反する。このように考えろと、不は

少し厄介になってきます。

ロータリー入'''1iIl:には、「llllll楽とは実は人１１１１

が、社会生活を営むための、分業を、分担する

こと。そこで、当然責fl§と勝りが生まれてくる」

とil;かれています。

建築設計を職業とする私は、依頼巷から、多

くの精神的な報酬をいただいています。辮に相

手を思いやる心を忘れず、臓業に責任と誇りを

持つことが、職業泰(ｔだと１MNじています。

建築識31.1997年８J１人企195`ljlZ6H25H生設れ

私の職業分類は、総合病院であり、満院奨と

して働いています。私どもの病院の理念を「医

旅を通じての地域社会への糞献」と定め、病院

のj､念に韮づいた経営を爽践しているところで

す。

入会'1#に「ﾛｰﾀﾘｰの綱領｣をｵﾄﾞ几したと

き、「1ｹ：旅Ⅲl1lの使命は奉仕の粉ｉｌＩＩに在りＪと思

っていた私にとって、胤分の{.ﾋﾘﾄﾞに打ち込むこ

とが、『ゴータリー会圦としての勝めを果たすこ

とにつながることになると、大いに通を強くし

た思いがあります。

以来、私の病院の院長室には、「職業準ｲ{:８

１'9つの反台」を掲げ、私の病院総衡上のバイブ

ルとして、なお－〃jの職業倫理のIf1j上にｌｆＩけて、

肺Ⅱの鎚務に活川しています。

総合綱院1995年２月人会193911z5jjI0Wl2まれ

/＝、

W【皮l2jizlOH号
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お客さま主体 他人によって生かされる

箙2740地区奨崎１１１奨崎ＲＣ広瀬１M面造節2730jIUK淘崎l(しＩｌｌｉＩ】I(Ｃ大原

ロータリー人会まもなくのころ、「職業奉仕

とは職業を通じて社会に鵬ｲﾋすらことである」

と教えられました。ｎらのMii業を奉仕のための

職業と考えろと犠牲を強いられるようですが、

お客さま主Hfに考えると楽しみながら職業奉仕

ができるでしょう。

私の職業は製造業にＩＪＩしますが、職業奉仕を

どえて仕事をしたことはあＩ)ません。第一に、

会社の経営を考え、IIMirlｲ'１１鷺、安全姓、新製品

|)１１発に努力しているのですが、それによりお客

さまに喜んでいただき、安心して使っていただ

ける商品づくりができれば、それは立派な職業

拳１tであると確信しています。噸業漿仕のため

の職業ではなく、［;】らのlliii業のために[】己研き
せっさたくま

ん、切礁琢膳することが]Ni業奉ｲﾋ'二つながるの

ではないでしょうか。雌虹Ｉ卿年811入全1鯛\12脚U墨１１

折公LLとして初めて職業傘｛l:という‘湖【を耳

にしたときは、その災愈が淡然としてつかめな

かったように思います。二十余年をロータリア

ンとして過ごさせていただいた今、よき職業人

であることこそが、職業奉仕ではなかろうかと

ｎ分なりに納得しているところです。

よきjlMi業人とは、他人によって生かされてい

ることにＡｌがつけば気がつくほど他人に対して

６ALAいや0の心を持って接することが、、然と

身についていく人だと思います。身につけるこ

とはむずかしいことかもしれませんが、イ軒1:と

いう,『雄につながるものだと｛爵じています。

職場では職親切いとい笑顔蝋と､感謝帆を標弼にし

ています。柔和な雰囲気を保つことができれば、

少々の雛1Fもうまく片づいていくような気がします｡.染

『lMii｢－主義です。ホ】緯1976年3}】入会1931J卜】0)12ｲIlAkまiｌ

－口

伝統産業て街の活性化 界の製滅的な打）僕により、海外製品の｜１１入jilV

大となり、今やヨーロッパ各地帆のｲj名ブラ

ンド製１Ｍに加え、中国からの安(Iliな腿１１?,がⅡ

水１１７場の75％以.'二を占める状態で１１本経済の

低迷に加え業界の低迷が続いています。

姫路の伝統産業である皮革の存統と今一度

の活{ＩＨ化をＮるべ〈、市産業ﾊｳ振興,ｉｌＩＩの支援

を11卜て、本ｆｉ三５)]に姫路の謡』if街御準jlnbの

一角に手作りバッグ工藤「アトリエ千災多」

11上界にⅡ''１－、あなただけのブランドマイパッ

グをオーダーメードできる店をキャッチフレ

ーズに１１１１，没しました。

このⅢlfの雄大目標は技術巻養成で、「手作

りバッグ紋室」を閥き多くの職人を筵成し、

さらに靴、衣料と範囲を広げて近い将来数多

くの』Y[製品の工房販売店を11Ⅱき、地元の特巌

品である皮瀧を通して沈H腓化した皮yIr堆界と

ｈＩＩｉ勝の街おこしができればと願っています。

皮』締dni1993年５月入会l935jl81o｝ｍｏｌｌ生まれ

節2860地区兵ｌｌＩＵ(Ｌｌｌ鱗ｊｌｍＣ山本一成

世界遺産「姫路城」を祷る緑多い城下町蛎

路市は、現在中核都TIfに擶定され47万余のTlj

民を有しています。娠年姫路城を訪れる観光

客は90万人以上と６．門われていますが、残念

ながらその周辺は休憩する所もなく、また＃Ｈ１

路名産物もないので、城兄物だけでサヨナラ

の状況です。駅から辿なるiNiA1f街御幸通りも

城からやや離れていることもあって、仕夜を

IMIわず閑散とした街並みです。

その姫路で'ﾘﾋﾞｰ1000ｲ{皇も{fからの伝統を袴
なめ

る白燕し革という皮]Yf産業があります。）腿後

は靴・バッグ・袋物]I[J1jなどのファッション

革の生産によりn本117Jﾋﾙに皮革のブームを起

こしたものですが、平成に入りバブルの崩壊、

阪神・淡路大漣災によるiIIリオ艮田地区の靴業

に可

２０００ＶＯＬ４８Ｎ０．１Ｃ 7６ 



Ｐ 瓢｝ 
目'百

『友」｜ご載つだ職業奉仕の関連記事

1994年から1999年までの厚ロータリーの友』

の記事の中から、主に職業奉仕についての理論

や解説、調例を紹介した記躯を列記しました。

これをもとに再読され、職業奉仕を理解する

上での新たなヒントが得られればと………

（Ｐ１はヨコ組み、Ｐ①はタテ組み）

をrl党して、自己の職業に柿をⅡ}す。その精神

がロータリーの職業奉仕の基本ではないか。

Ｐ７其災を告げるべきかどうか(椙蝿束･'１府駄Ⅲ〉

弁謹士としての体験談、強溢殺人罪で起訴さ

れた容疑者に法定刑を告げるべきか、思い悩ん

だ末に決断させた行動規範は｢四つのテスト｣。

Ｐ８～１１ロータリアンとロータリアン企業の

ボランティア活動５）]号に続いて職業を生か

した会只個人のボランティア活､１１の事例を15人、

企業のボランティア活助の刻下例を23人紹介。

◆1994（平成6）年・『友』４２巻

ｒ、 １月号Ｐ⑮救急医療体制の充実(lLIMIw･訓､灘】

毎年、救急の日に救急蘇生の実技指灘を実施

その全国的キャンペーンが次第に[』民に定鞍し

つつあり、効果をあげていろ。

Ｐ⑯職業率｛1:は例会出席から(ﾊ1liIIIlH(･浜中雄二）

例会出席は単に職業人の親睦の場ではなく、

職業奉仕を行動に移す原点である、と説く。

２月号Ｐ６２「ロータリーの綱領」の私的解釈

(川辺･Iiun芳史）企業家精神を充jll〔するだけの価

値のある仕那をするときのバックボーンとして、

他人の望むことをするという完全な巷え方＝武

金rltをロータリーの会１１に広めることが、ロー

タリーの綱領となるのではないか。

５月号Ｐ26～２９共に生きる喜びのために－

ロータリアンのボランティア活助あれこれ

各地区ガバナー事務所に依頼し、ロータリア

ンのボランティア活動の歌例として38人を紹介。

６月号Ｐ⑮～⑯草木塚とロータリー(橘Jib1MJ．

'に露地）ＲＩ会長や日本のガバナーの名言を引

用しながら、所臓クラブの会員の職業奉仕fiIimjj

の氷例を紹介。Ｐ⑳～⑭職業奉仕か社会奉仕

か(lilｲｌｌｍ米･浜`I'雄二）職業奉仕と社会準(この区別

はつけにくい。ロータリー・ボランティア・プ

ログラムを例に解説、区別は不要、実践のみ。

10月号Ｐ６私も耕している（茨木･大森悪祥）

お釈迦様と農夫の１Ｍ]答を引用しながら、宗教家

と農家のfh4Fも社会の妥求に応じて成り立ったｃ

どんな聯業でも、社会のお役にたっていること

◆1995（平成７）年。『友ｆ４３巻

１月号Ｐ７ロータリーで典の友怖を(諏訪･三

ﾉﾄﾎﾞ義）クラブ創立11116なく、１人の会員が鞭業

上の悩みから、口ら命を絶った。そのときの反

行から生まれたクラブの教え、と「地域並びに

経営ｌｌｌＩ題特別委Ll会」の設佃。不況による退会

者があるのはロータリーが十分に機能していな

かったと考えられろ。危機に強いロータリーを。

２月号Ｐ⑭ロータリーボランティアー考察

(}Ⅱ１噸中･入*茂〉職業傘Ⅱ:部門を通して実施され

ているロータリー・ボランティア活動は、職業

奉仕部門が独占すべきでなく、社会奉仕、阿際

奉仕と緊密な連携をとり、クラブの支援()肝要。

７，号Ｐ⑬妻の職業奉仕(阪能･決几薙一）駁
（． 

ＩＦ場縫鴬者のロータリアン、その妻の他人の脳

漿をも尊亟する、奉仕の意識なき奉仕、これこ

そ真の職業奉仕だと教えられた、と述懐する。

10月･号Ｐ７職業黍ｲ｣:－私の場合(旭川･逝獅Ⅱ行）

医業に携わった立場から、救急医療を中心と

した総合病院を持つ夢を、ロータリーに入会し

てから、禰齢者への医療と福祉と保健を併せ持

つ施設の建設に方向権換した経緯を紹介。

Ｐ８～１２大震災と職業奉仕阪神・淡路大震

災の被災者支援、復1m活動に取り組んだ第2680

地区のロータソアンの６つの事例を紹介。

平成12年１０月悪 7７ 



Ｐ⑳職業奉仕を徹底させるために(天正･野川幸古）

地区の職業奉仕委員会のメンバーが卓話の出

飼と職業奉仕カレンダーを作り配布した事例。

をしている。楽しいから長続きしているのだ。

!◆199Z:(平成19）､年p『友』４５巻ｊｒｒ

◆19961:(平成:8);;:年ﾐ61薩溌44巻ｉｉｉ肉慰詮＃ ３月号Ｐ⑫ロータリーの容貌(青森･久保七郎）

ロータリーでは職業を天職と心得る点にあｂ、

社会的には一つの分業を引き受けたことになる。

利益追求における心の葛藤は．多くの仲間と接

することにより軌道修正各れ容貌も変わる。

５月号Ｐ②「脚下照顧」の日々を生きよう－

職業奉仕の大切さを訴える(東京束･佐野鐸）最近

のロータリーには「職業奉仕」をjb:いがしろに

している風潮がないか、先人たちの情熱を思い

起こし、「脚下照顧」の日徽生活を通じて、ロ

ータリーの原点に生きようと説く。

８月号Ｐ６～ｌ１ＲＩテーマ座談会「テーマ

の底流に流れる、職業奉仕こそロータリーw、

テーマを正しく理解するための５人のリーダ

ーによる座談会で、十数年ぶりの良いテーマと。

９月号Ｐ⑥それが私の奉仕活動(桶川･小林亘）

２月号Ｐ⑨「職業奉仕情報」の必要性(松瓜・

iUl葉ｊＵＭｉ）ロータリーが日本に入って３年後、関

東大震災があり、世界中から救援の手が差し伸

べられたこともあって、社会奉仕団体としての

ロータリーが強く印象づけられた。今もう一度、

職業と職業奉仕を再考すべきときではないか。

５月号Ｐ⑧忙しい職業奉仕委員会(綾瀬･中山

達二郎）クラブの職業奉仕委員長を分区ごとに

招集して、ミニ・フォーラムを開いた。職業奉
かっとう

仕は自分のエゴを抑え、１k利自利の葛藤を調和

する努力を重ね、理念と実践のギャップに悩む。

分かりにくいのではなく、行いにくいのだ。

Ｐ⑳職業奉仕の－考察(志椒勤'1･平井鱸）奉仕は

思いやりと優しきの心で相手に接すること、そ

の行為が職業とかかわったとき職業奉仕となる。

７月号Ｐ⑮人生奉仕としての職業(八千代･鈴

木恵輔）「ロータリーの綱領」と「職業奉仕にお

ける新方針」を取り上げて、職業奉仕の意味が

正しく理解され、尊重されないかぎり、其のロ

ータリアンはロータリーを去っていくのでは？

10月号Ｐ６ロータリーは例会参加からすべ

てが始まる(松円京・石井充太郎）職業奉仕を行うた

めには、まず何を考え、何をなせばよいのかを

理解すること、それには例会への出席が肝要。

Ｐ７二針三針の奉仕(大村北･佐古“）靴屋という

職業における二針三針の奉仕が信用という大き

な財産を得て大を成した事例で職業奉仕を説く。

Ｐ８～９職業を通して社会に貢献した12の事

例と職業奉仕のための情報活動の９事例を紹介。

11月号Ｐ20～２１職業奉仕いろいろ「ロー

タリアン誌』１０月号から転載、数々の世界のロ

ータリークラブの職業奉仕の事例を紹介。

12月号Ｐ⑪大人の楽しみ(京極栴西･西村裕）筆

“ 

輸血を拒否する団体のメンバーを受け入れて、

宗教上の自由と医師としての当然の責務との相

対に悩む。ロータリアン医師の結論は？

10月号Ｐ６職業で蝋思いやり帆の普及を

(泉大抑･中島泊一郎）ロータリーには、他の団体に

ない誇るべき２つの宝物がある。それは１業種

１会員のルールと利己と利他の調和の哲学。

Ｐ７職業奉仕の原点を原典に探る(米子田村偲拍）

ポール・ハリスの著書『ロータリーの理想と

友愛』に「奉仕の理想の意味」を見いだした。

Ｐ８～９あなたの職業にロータリーの心を

５つの職業奉仕活動の事例と鈴木懲輔ＰＧによ

る本年度のテーマに関連して、原点に返る年。

Ｐ②～④わかちあう心一ロータリアンのいの

ちは職業奉仕(蔵榔･西村犬治郎）お金がなくてもで

きるのが職業奉仕、それをロータリアン以外の

人と分かち合うこと、奉仕の理想は素哨らしい。

11月号Ｐ⑨～⑩「最もよく奉仕する者」(同

山城･浦上揮之）会員が例会出席を強制されるゆえ

んは、そして例会場では、ビのような境地を目

'$MMM､》

者はロータリークラブで５つの楽しい奉仕活動
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指すべきか？お互いに学び合う親睦の場である。

Ｐ⑩ロータリーへの警鐘(戸畑耶･菅正明）筆者

は、まだ会ったことのない他クラブの人との普

簡の交換から職業奉仕の将来を模索する。

Ｐ⑬ロータリーの心と職業奉仕(西条･土田浩右）

私たちは自己の職業とロータリーを関連づけて

行動しているか、また、職業活動の中にロータ

リーを取ｂ入れようと努力しているか？

12月号Ｐ⑩「職業奉仕」の解説(ﾛ立・斎鰯隆）
じゅハル巾

職業奉仕の理念の神lMi'よ職業倫理を遵守す

ること、これを普及、浸透させることにある。

ろためには、今日の社会が、世界が何を求めて

いるか、時代のニーズが何かを読み取るべし。

Ｐ８～１１職業ボランティアの実態調査など、

職業奉仕に関連する各ＲＣの活動事例を紹介。

◆1999<i(平成11);1年２６:『友』:347巻！

１月号Ｐ12～１５シェルドン……忘れ得ぬそ

の名<llil編＞ロータリアン誌1955年３月号より

訳･茅ヶ崎湘南･神崎正陳ＰＧロータリー連動に永遠に

消し去ることのできない精神的な影響をもたら

した人。

２月号Ｐ18～２０シェノレドン．．…．忘れ得ぬそ

の名<後縞＞最もよく奉仕するもの、最も多

く報いられるのスローガンをもたらした人。

Ｐ22～２３ロータリー思想の節目<前縞＞

深川純一ＰＧと森三郎ＰＧの対談。創立時から

今に至るまでのロータリー思想の流れを語る。

３月号Ｐ30～３１ロータリー思想の節目<後

編＞ロータリーには、いろいろを考え方が併

存しており、その調和の上に成り立っている。

10月号Ｐ１０職業一Vocation-から感動を(福

島束･岩崎関）私たちは奉仕の理論が職業と人生

における成功と幸福の其の基礎であることを実

証することが大切である。

Ｐ１１ｒ手続要覧』と職業奉仕(横須賀前･役藤忠雄）

1986年以前の『手続要覧』をひもとくことによ

って、職業奉仕に対する考え方が見えてくる。

Ｐ１２職業奉仕について(広勘東禰･仁田一也）本当

の意味での職業の繁栄は、もうけを目的とする

ところにはなく、利己と利他の調和と高い道徳、

倫理を通して得られるものである。

Ｐ13～１７経営の心・１「賎大となることを

望まず岐良となることを望む｣(千住金属工業

㈱）など、ロータリアン企業が掲げる企業理念、

経営理念、社廷、社訓なビ17社を紹介。

11月号Ｐ34～３７経営の心・２１０月号に続

き、１７社を紹介。

鰊 <◆1998ﾐ(平成10)i隼fdi{『友j:46巻ﾒ:ｈＩ:式！

２月号Ｐｕ～１５「ロータリーの原点」に返

って－「ロータリーの活動」を考える－

２月23日の「ロータリー創立記念日」にちなみ、

吉田昭平ＰＧの司会で５人のガバナーがロータ

リーの原点とその活動のあり方について語る。

３月号Ｐ６～１０「職業奉仕」がなければロ

ータリーではない、ロータリーの２つの標語を

中心にして、田村健治ＰＧの司会で５人のガバ

ナーが、結局、職業倫理蝋に尽きると語る。

Ｐ⑫職業奉仕月間に思う(鍼．､月阻稗）企業倫

理があって企業が成り立ち、そこで企業活動が

始まる。一人でも多くの事業人をロータリーへ。

７月号Ｐ⑪～⑫職業奉仕の意義について(八

千代･鈴木恵柏）現在、日本の社会で蛾も要求きれて

いるのは、自らの職業における倫理化である。

10月号Ｐ４職業奉仕－それをあなたの仕事

にしよう(Ｒ【会長･ｼﾞｪｰﾑｽ･レイシー）ビジネスと

は、仕事を履行し、職務を立派に果たすことで、

ほかの人たちの生活を豊かにすることでもある。

Ｐ６職業・奉仕・四つのテスト(luAb鐘辺好政）

ロータリーでの職業奉仕の原語はVocational

ServiceでVocation（職業）という言葉は定戦、

稼業、事業、専門職務あるいは業務を指す。し

たがってロータリーでの職業とは天職の意味。

Ｐ７職業奉仕月11Mに思う(東京京浜･粉井敏）職業

奉仕論を学び、それを具体的な活動に結び付け

榊
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