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人づくり、自分作り

活気あふれる
ロータリーを通して
「人づくり
そして奉仕」

点鐘

国際ロータリー第 2770 地区
ガバナー 井 原
實
ロータリーは奉仕を通じて、
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
松崎 宏
幹事 進藤和夫
会報委員
多田和男・高木学・田村盛良
松永元彦・大島修一

“Be a gift to the world”
国歌・奉仕の理想斉唱 K.R.“ラビ”ラビンドラン RI 会長
ロータリーの目的唱和

〔会長挨拶〕松崎

東日本大震災南相馬市復興支援
コンサート 久喜総合文化会館
4 月 3 日（日）18：00 開演

宏会長
皆さんこんにちは。本日の例会は、地区職業奉仕委員会委員長の清水様（大宮西
ＲＣ）と、委員の田村様（春日部ＲＣ）をお迎えしての例会となります。清水様に
は卓話をお願いしております。宜しくお願い致します。
２月１０日（水）は、蓮田ロータリークラブとの合同例会です。一人でも多くの

ご参加をお願いいたします。当日の懇親会は、渡良瀬遊水地の食材を中心のメニューで考えています。
また、２月２０日（土）は第 7 グループの IM です。こちらにも多くの皆様の参加をお願いします。
〔お客様紹介〕倉持政宏副会長
RI2770 地区職業奉仕委員会委員長
〃

委員

清水恒信様（大宮西 RC）
田村友彦様（春日部 RC）

ご挨拶：皆さんこんにちは、地区職業奉仕委員の田村です。(春日部 RC 所属 )今日は職
業奉仕の卓話という事で清水委員長からお話がありますので宜しくお願い致します。
〔表彰伝達〕
財団大口寄付者認証の贈呈：平澤道男会員
〔委員会報告〕
＊雑誌委員会

鈴木弘道委員長 「ロータリーの友」2 月号のご案内
表紙裏：2012－13 年度 田中作次 RI 会長 日本からの 3 人目の RI 会長
横Ｐ：Ｐ24～29「世界へのプレゼントになろう」第 44 回ロータリー研究会リポート
縦Ｐ：Ｐ22 アットワーク 蓮田ＲＣ「収穫したジャガイモでロータリーと地域の絆」
Ｐ25 浦和ダイヤモンドＲＣ Ｐ31 ロータリアン初の囲碁大使が誕生！

〔卓話〕清水恒信様

「職業奉仕について」
皆さんこんにちは、地区職

1 年半探っておりますと、日本的な職業奉仕と、

業奉仕委員長の清水です。本

RI 的な職業奉仕があるような気がします。本日は、

日は職業奉仕についてとい

日本的な職業奉仕のお話をさせて頂きます。実は

う事で、どれ程の事がお伝え

一昨年社会奉仕の部門委員長を仰せつかり社会

できるかは疑問ですが、精一

奉仕について勉強させて頂きました。地区では奉

杯務めさせていただきます。どうぞ宜しくお願い

仕プロジェクト部門の小委員会として、職業奉

申し上げます。

仕・社会奉仕・国際奉仕、そんな位置づけになっ

「職業奉仕」勉強すればする程色々な切り口が

ております。そこで最初に奉仕という事を考えて

あります。その点ご理解いただきたいと思います。

みたいと思います。奉仕についてはロータリーに

この 1 年半地区に出向させて頂き、過去の冊子や

おける第一、第二の公式標語をのぞいてみたいと

文献などから抜粋して私なりに考え色々な角度

思います。
「超我の奉仕(Service Above Self)」
：ロ

から切り込んだ結果を披露させて頂きます。この

ータリーにおける第一の公式標語：です。超我の

奉仕、これは「ロータリーの哲学」であり、他人

繁栄する。これがロータリーの職業奉仕です。奉

を思いやり、他人のために尽くすことで、誰の人

仕活動によって自分自身が受益者になる。次に職

生をもさらに豊かで有意義なものにする最高の

業奉仕を理解するために、まずロータリー運動は

生き方を示しています。ロータリーの基本理念で

倫理運動である、という事を理解する必要がある。

す。「最も良く奉仕する者、最も多く報われる。

…ロータリーのロータリーたるゆえんは職業奉

(One Profits Most Who Serves Best.2010 年の規

仕の実践にある。こう言い切ってしまうと益々解

定審議会で主語を They から One に変更)：ロー

らなくなってしまうと思いますので私自身解っ

タリーにおける第二の公式標語：です。もっとも

ている範囲内においてお話しいたします。「倫理

良く奉仕をする者、最も多く報われる。利己的欲

とは…人が正しく歩む道です。人を欺いてはいけ

求と、義務及びこれに伴う他人の為に奉仕したい

ない、人を泣かせるようなことはしてはいけない、

という感情との間に常に存在する矛盾・葛藤を和

非社会的、非人道的な事をしてはいけない、世の

らげようとする人生哲学です。実践倫理の原則を

ため、人のために尽くす、と言うのが倫理の考え

示しています。

方です。こう矢継ぎ早にお話しいたしますと職業

地域に奉仕する社会奉仕、外に奉仕する国際奉

奉仕が妙に硬くなってしまい面白くなくなって

仕、職業を通せば職業奉仕、が、職業奉仕が解ら

しまいます。そこで、私なりの職業奉仕に繋がる

ない。自分の職業を通じて社会に奉仕するのが職

かどうか微妙ですが、お話しさせて頂きます。実

業奉仕である。…という言葉です。間違ってはい

は 7 年前まで八百屋の親父でありました。体力も

ないと思います。自分の職業を通しても通さなく

ありましたしある使命感も感じておりましたし

ても社会に奉仕する、この奉仕は社会奉仕と言わ

又楽しくもありました。それをさかのぼり、若か

ねばならないと思います。しかし、その奉仕の中

りし頃、道元さんという立派なお坊さんのお話を

に職業奉仕が含まれていないかと言えばそうで

ある本で読ませて頂きました。数々のお話の中で

はありません。それならばどう分けたらよいでし

「一本の野菜を大切に扱う事は、悟りに至る修行

ょうか。受益者が誰であるかを分けたらどうだろ

の道であり、同時に悟りそのものである」と説か

う。奉仕活動によって自分以外の地域の人たち、

れておりました。悟って八百屋をやっていたわけ

それとも地域社会の場合は、社会奉仕と考えられ

ではないですが、生きる術でしたので、一本の野

ます。また奉仕活動によって受益者が自分の場合

菜でも大切に新鮮野菜をお客様の食卓にお届け

は職業奉仕と考えられないわけでもありません。

するのは当然な訳です。職業奉仕の勉強をして最

これで話が終ると益々解らなくなってしまいま

近解ったわけです。何故この話を持ち出してきた

す。そこで実例を挙げて説明をして解明できれば

かと、私なりのこだわりがありました。実は、物

と思います。

心ついた頃に親父が八百屋を始めました。一家総

三年前から地区役員に出向されております林

出で働きました。昔の冬は寒かったです。手袋も

さんとお付き合いをさせて頂いております。林さ

買えなかった事を思い出しますね。親父が毎朝市

んは、5～6 年前から、100 歳になられた方の写真

場へ行くわけですが、店の前までリヤカーを出す

を日本中を駆け回って一昨年に最初の目標の 100

のが私の役目だした。昔は何処の子どもも手伝い

歳 100 人を達成した素晴らしい方です。現在 220

をしていました。そして子ども心にも親父の苦労

人を超えて活躍中です。そのこと自体は社会奉仕

を垣間見ていた。

です。手弁当で本人の所へ赴き、きれいな写真を

一方でお百姓さんの苦労も相当なもので、農作物

撮って記念にし、100 歳の方々に喜ばれています。

を育てるには、土を掘り起こし、耕し、肥料を与

自分のスキルを生かし現地に赴きその人たちに

え、雑草から虫から作物を必死に守り市場に持っ

無償で記念写真を撮って喜んでもらい、それが林

てくる。その野菜を市場の競りにかけ、一番高い

さんの喜びであり、と同時に熱い大きな信頼、そ

値段をつけた八百屋さんに落とすわけです。今で

して尊敬という形でその方々、地域の方々から、

いう落札ですね。子ども心に、八百屋の親父は酷

尊敬、信頼、信用を受け、反射的に自分の職業が

い、自分の店で売って儲かる値段で買い上げる。

お百姓さんの苦労は考えないで…その時は自分

してください。庭の片隅で蟻がゾロゾロとこの冬

には八百屋はできないと思ったものでした。しか

の為か右往左往忙しく働いておりました。人間の

しやがてその仕組みが公明正大であることに気

世界から蟻の世界をみますとみんな一生懸命な

づく年齢になり跡を継ぎ 7 年前まで八百屋の親父

のです。

をやっていたわけです。新鮮なままの状態で食卓

同じように、宇宙の彼方からこの地球をみたら

にお届けられるのは私が扱った野菜であればこ

…宇宙へ行った事がないのにはなはだ無責任な

そと、考えられるようになった時が、私の悟りで

話ですが、宇宙の彼方からみますとそのとてつも

あるかも、野菜を売ることに我が業あり。

ない宇宙の尺度は、何十億年も前から説いてきて

八百屋の親父の話はこの辺で又少し硬い話にな

この後どうなるのか、果てしなく広い宇宙、その

ります。職業奉仕と言う理念はなくてもロータリ

途轍もない尺度で我々をみたら、我々の命 80 年、

アン以外にも倫理をわきまえた企業も沢山あり

90 年、100 年とはいっても宇宙の尺度で見たらほ

ます。我々はロータリーに入会し「世のため、人

んの一瞬であります。

のために奉仕する心をもって職業を営むべし」を
心に刻み日々邁進したいものです。

そんなことを考えると、捨て去られた生命体の
代表として、選ばれて人間として、また、この宇

我々ロータリアンは、極めて稀な縁があってロ

宙の 100 年、100 年を刻むこの一瞬、一瞬を大切

ータリークラブに入会し、これもまた極めて稀な

に、大切に生きなければならないことが賢明な皆

出会いをしている訳です。今この地球に 70 億以

様ですから、お分かり頂けると思います。この賢

上の人間がいる。その中に日本で、埼玉の地で昔

明な方々の集まりが我がロータリーであります。

から袖すりあうも多少の縁という言葉という言

まさにここから職業奉仕が始まるのです。社会＝

葉がありますが、神秘的なミクロな世界から我々

社会奉仕、国際＝国際奉仕、職業＝職業奉仕、こ

の生い立ちも極めて稀です。昔若いころ、小耳に

れでいいと思いますが、少しお分かりいただけた

はさんだお話で、若いころと言うのは世界の人口

でしょうか。

が 60 億のころに聞いた話です。ある先生が研究

我々は、いつ死ぬかもわかりません。ボーとし

の結果か推測であるかは？少なくとも六十億分

ているとあっという間に終わってしまいます。ま

の一の確率で子どもが出来るそうです。それを考

ず一生をどうやって生きていくか今からでもき

えてみるとそれぞれの方々が六十億を超える生

ちんと考え直しましょう。そして勇気を出して自

命体の代表です。それを思うとそそっかしい人生

分が新しく決めた人生に向かって一歩踏み出し

を送ってはいけない事が解ります。そう我々は選

ましょう。今まで出来るわけないと思っていたこ

ばれた人間であります。

とを思い切ってやってみましょう！！

それと別の観点からみますと、夏の日を思い出
〔幹事報告〕進藤和夫幹事

＊米山奨学「終了式」のご案内：3 月 13 日日開会 13：00 ラフレさいたま 3Ｆ櫻ホール
＊2/10（水）：夜間例会蓮田ＲＣとの合同 大浜 18：00 点鐘
送迎バス＝蓮田東口 17：00 久喜 au 前 17：20
＊2/20（土）：第 7 グループＩＭ 魚庄別館 15：30 点鐘
送迎バス＝菖蒲あやめ会館 14：30
久喜 au 前 14：50
〔スマイル報告〕金田仁志 SAA
☆地区職業奉仕委員長 清水恒信様・委員 田村友彦様：お世話になります。
☆清水さん卓話よろしくお願いします：松崎 宏・林 明・尾崎敏彦
☆先日は研修ありがとうございました：冨田英則
☆恵方巻 豆まく節分、バレンタイン 妻と誰かのチョコレート ふふ：福田喜美夫（敬称略・順不同）
〔出席報告〕

点鐘

出席委員会

新井

本日の合計
累 計

博委員長
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除
9
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M

U
6

￥１６，０００
￥９７９，５００
欠 席
11

出席率
73.17％

理事・役員会
2016 年 2 月 4 日 三高サロン
◎例会プログラムについて
3 月 3 日 松崎会長 上半期を振り返って
3 月 10 日 米山月間 伴光治米山委員長・藍立明米山奨学生
3 月 17 日 16 日・17 日 親睦旅行 （米山梅吉記念館視察 他）
3 月 24 日 野原宏会員 「私の趣味」
誕生祝
3 月 31 日 そば例会
緑風館
4 月 7 日 地区出向者報告 野口はやみ青少年育成インターアクト委員
4 月 14 日 振替 4 月 3 日（日）チャリティコンサート 久喜市文化会館 18：00～
4 月 21 日 会員卓話 木村光一会員
4 月 28 日 夜間例会 誕生祝
田口屋 18：00
●地区主要行事、第七グループ主要行事の確認➡幹事
・I M 2016 年 2 月 20 日（土）【魚庄】

・ソウル国際大会（2016.5.27～5.30 日）参加者 7 人

●その他➡幹事
・蓮田 RC との合同例会 2/10 日（大浜

18：00～）➡別紙式次第を確認

承認依頼・事後報告事項・
*次年度地区補助金申請締め切り 4/末、2015.7.末に振り込まれた金額の確認と処理➡調整
*下半期地区分担金 49 名で支払済

*ＩＭ登録料は 49 名。

その他・検討報告事項
*クラブ名称変更を検討（最重要事項）承認済み久喜菖蒲➡

RC・
（慎重に検討を重ねる事）久喜

RC が候補➡決定➡3/3 日の会長卓話にて会員に報告をし、例会終了後臨時総会を開催し承認を得る。
*新事務局員の募集（安田事務局より要請有）理事役員、会員で次年度には引継ぎが出来る様候補者を
探す事。（第二回目）➡次回も議題とする事
*新入会員の住所等の情報を全会員に知らせる資料を作成する。➡幹事➡新入会員専用の活動計画書お
りこみ用紙を作成し配布する。（金田会員よりフォ―マットをデーターで進藤に）➡ＯＫ

江戸小話

御用聞き

いつものとおり旦那さんは仕事に出かけまして
ところが途中で忘れ物をしたことに気がついて
うちへ戻ってまいりました。
家の引き戸を開けまして家の中へ
台所へ参りますと女房が向こう向きで料理をこしらえておりました。
後ろからそ～っと近付き、女房のうなじにそっとキスをいたしました。
すると女房、振り向きもせず
「あらぁ、今日はお味噌とお醤油をお願いね。」
次回例会

２月１０日（水）

夜間例会

会場

大浜

菖蒲

皆さんの出席をお願いいたします。

ちゃんちゃん
蓮田 RC 合同例会
点鐘

１８：００
SAA・出席委員会

