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人類に奉仕するロータリー

2017 年 4 月 20 日（木）
2126 回例会 №37

“ROTARY SERVING HUMANITY”
国際ロータリー
会長 ジョン F・ジャーム
第 2770 地区
ガバナー 浅水 尚伸
点

例会日：毎週木曜日 12：30～13：30
例会場：三高サロン 久喜市久喜中央 4-９-８３
事務局：久喜市久喜中央 1-5-32 ツジヤビル 3F
会長
倉持政宏
幹事 天野正幸
会報委員 黒須久雄・正倉勝治・加藤久雄
関勝四郎・鈴木逸郎

鐘

例会 会場 三高サロン

〔会長挨拶〕倉持政宏会長

皆さんこんにちは。
本日は、木村会員による職業奉仕の卓話をしていただきます。木村会員において
は社会保険労務士であり労働関係の法律にも詳しく、様々な業種を知っていると
思いますので、是非、職業奉仕について様々なお話しをいただければ幸いです。
さて、本日も少し税金の話をさせていただきます。前回は、保険金についてでし
たので、本日は退職金についてお話しをさせていただきたいと思います。法人税
法においては、役員の退職金は通常株主総会で決定されますが、その金額につい
ては限度額が設けられております。具体的には、退職金支給前の１年間の平均月額掛ける勤続年数掛ける貢献
割合を限度額としております。
また、万が一の場合は相続税法上、生命保険金と同様に法定相続人掛ける五百万円まで非課税となります。
従いまして、生命保険金と退職金の両方を受け取れるようにすれば、法定相続人掛ける一千万円まで非課税
となります。
さらに、会社から弔慰金が支給される事があります。この場合、業務に関係した死亡の場合は月額報酬の三年
分、関係しない場合は六ヶ月分まで弔慰金として良いこととなっており、それを超えた金額を退職金とみなす
ことになっております。従いまして、弔慰金の支給について規定を設けていただければよりよいと思います。
それをお願い致しまして本日の挨拶とさせていただきます。それでは、木村会員宜しくお願い致します。
〔お客様紹介〕 中山登司男

第 ７Ｇ
岩上

副会長
ガバナー補 佐
幸二

〔誕生祝〕

4 月生まれの皆様
☆大島修一会員
☆和田義雄会員
☆服部智也会員
☆野原 宏会員
☆鈴木逸郎会員

（１日）
（４日）
（１２日）
（１９日）
（２２日）

様 （幸 手 ＲＣ）

〔幹事報告〕
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会場・時間

＊ みどりの日

久喜葬祭場 （会社説明・見学） 現地集合

久喜北陽高校 韓国交換学生 帰国報告会
5 月誕生祝… 河野富美男会員、黒須久雄会員、
斉藤 文平会員、新井 博会員
＜送迎バス＞
久喜駅 au 前 17:00 発→菖蒲あやめ会館 17:30 発

旬花・久喜葬祭場
12:00～食事
12:30～点鐘
三高サロン
12:00～食事
12:30～点鐘
田口屋
18:00～点鐘

◎家庭集会
＜日時＞ 平成 29 年 5 月 9 日（火）・10 日（水） 18:00～
5月

９日（火） クラブ管理運営／奉仕プロジェクト
10 日（水） 会員増強維持／クラブ広報／ロータリー財団

＜会場＞ 大浜

〔卓話〕

＜会費＞ 3,000 円

職業奉仕について

ロータリーの目的は、

職業奉仕委員長 木村 光一

（2）

職業奉仕

日々の仕事を通して世の中

職業奉仕は、事業及び専門職務の道徳的水

に貢献するために、奉仕の

準を高め、品位ある業務は全て尊重されるべき

心を育て向上させることで

であるという認識を深め、あらゆる職業に携わる

す。奉仕とは他人のために

中で奉仕の理念を実践して行くという目的を持

何かをすること、他人のニ

つもの。会員はロータリーの理念に従って自分

ーズを充たすことを自己の

自身を律し、事業を行う。

責務として行なうことです。ロータリーの目的は、職業を

（3）

職業奉仕に関する声明

通して社会のいろいろなニーズを満たすこと、ということ

職業奉仕とは、あらゆる職業に携わる中での奉

になります。職業奉仕とは、職業を通して社会のニーズ

仕の理念の実践を、ロータリーが助長し、支援

をほぼ完全な形で満たせるよう努力を重ねるということ

する方法である。

です。それによって、自己の職業の品位と道徳水準を

「ロータリーの目的」の第 2 項は職業奉仕の基

高め、社会から尊重される存在にすることが出来るので

礎であり、具体的には以下の各項を奨励してい

す。

る。

1.
（1）

職業奉仕とは
国際ロータリー戦略計画
職業の知識とスキル、奉仕、リーダーシップ
リーダーシップと職業のスキルを生かし、地域
社会の問題に取り組みます。

・ 職業上の高い倫理基準を保つこと
・ 役立つ仕事は全て価値あるものと認識す
ること
・ 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とすること

いう言葉に違和感を感じて「職業奉仕は分りにくい」

・ 上記の職業奉仕の理念に本来こめられて

と考えるロータリアンが跡を絶たないのです。「自

いるのは、次のことである。
① 雇主、従業員、同僚への誠実さと忠実さ、またこ

分の職業なのに、それが奉仕とは何のことか？」と

の人たちや同業者、一般の人々、職業上の知己

いう感覚なのかも知れません。奉仕をサービスと言

全てに対する公正な扱い

い換えても事情は変わりません。日本語のサービ
スは客のために商品を特に安価で売ることと解釈

② 自己の職業上の手腕を社会の問題やニーズに

さ れ る こと が多い か らで す 。英 語の service は

役立てること
職業奉仕は、クラブとその会員両方の責務である。ク

serve の名詞形で serve は to do something for

ラブの役割は、頻繁に職業奉仕を実践することによっ

someone as one's duty という意味です。英語の

て、クラブ自身の活動に職業奉仕を適用することによっ

service という語の意味を正確に表現する日本語の

て、模範となる実例を示すことによって、また、会員が自

短い単語はないということになります。service とい

己の職業上の手腕を発揮できるようなプロジェクトを開

う英語を使っても、説明無しで使うのであれば、解

発することによって、その目標を実践し、奨励することで

決にはなりません。

ある。会員の役割は、ロータリーの原則に沿って自らの

つまるところ、2 節、6 節 6.1 小節および本小節で

行い、事業、職業を律し、クラブが開発したプロジェクト

述べたサービスの概念をよく理解したうえで、自ら

に協力することである。

の立場で社会のニーズを満たしていくことを、職業

（4）

人の責務と考えて実行するのが職業奉仕の基本と

職業奉仕の現場では
奉仕の理想については 2 節および 6.1 小節で

いうことを、ロータリアン一人一人に認識してもらう

述べましたが、実際の奉仕の現場では、その解釈

のが、問題解決の道ということになるのだと思いま

はロータリアン各自、あるいは、ロータリアンのグル

す。

ープに任されているともいえます。奉仕の現場の

次に、会員の職業奉仕活動を支援する立場にあ

状況、問題、可能性は非常に多様で、奉仕はそれ

るクラブの職業奉仕委員会、あるいは、名称は違

に対応して実行されなければならないので、ロータ

っても、職業奉仕に関わる委員会の役割について

リアン個人が、自分自身に対して「自分の職業活

考えて見たいと思います。ロータリーの奉仕活動の

動に奉仕の理想を適用するには、具体的に何を

実践は個人奉仕が原則であって、クラブが行う奉

すればよいのか」を問いかけ、それに対して自ら答

仕活動は会員の訓練のための例示、あるいは、会

えることによって、効果的な職業奉仕を実行するこ

員個人の職業奉仕活動の手本であることが、決議

とが出来るのです。

23-34 の第 6 条項（3 節 3.2 小節参照）に明記され
ています。

ここで一つ問題になるのは、2 節でも述べたこと
ですが、日本の一般社会では、奉仕という言葉が、

以上国際ロータリー第 2660 地区ロータリー百科事

国家、社会のために無償で献身的につくすこと、

典から引用

あるいは、客のために商品を特に安価で売ること、
というふうに理解される場合があるということです。

2.

そのために、職業奉仕と

（1）

本年度の活動
職場訪問
平成２８年１０月６日（木）

ありがとうございました

〔委員会報告〕

◎財 団 ・ポリオ委 員 会

伴

◎社 会 奉 仕 委 員 会
金田仁志会員
献 血 ４月 ２０日 （木 ）
久 喜 ライオンズクラブ主 催

光治会員

ポリオ募 金 箱
10,492 円
（4/20 現 在 ）
ご協 力
ありがとうございます

例会受付に設置

〔スマイル報告〕

SAA

新井

博会員

☆岩上 幸二 様：
☆伴 光治 会員：
☆金田 仁志会員：
☆和田 義雄会員：
☆木村 光一会員：
☆天野 正幸会員：
☆林
明 会員：
☆冨田 英則会員：
☆倉持 政宏会員：

本日お世話になります
本日もよろしく
欠席のお詫び。献血に行ってきました。
誕生祝いありがとうございます
本日、宜しくお願い致します。
お世話になります。本日、途中退室します。
岩上ガバナー補佐ようこそ
木村さん卓話ありがとうございます。
本日は木村会員お願いします。また、岩上ガバナー補佐ようこそお越しく
ださいました。
（敬称略・順不同）
￥
21,000
￥ 1,035,000
￥ 1,056,000

本日の合計
前回まで
累 計

〔出席報告〕

出席委員

飯島誉夫会員
定

本日出欠

員

48

免 除

出 席

9

21

M

U

2

欠

席

16

出席率

58.97％

例会お待ちしています！

点鐘

