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ロータリーソング「 手に手つないで 」 

四つのテスト 

 

≪会長報告≫≪会長報告≫≪会長報告≫≪会長報告≫    

 ・本日は、地区職業奉仕委員会 瀧澤委員長に職業 

  奉仕についての卓話をしていただきます。 

 ・先週、ふじさわ湘南 RC より、ＩＭのＰＲという 

  ことで、4名お越しくださいました。スマイルを 

  いただきましたので、ご披露させていただきます。 

 ・米山記念奨学会より、第 34 回米山功労クラブ感  

  謝状が参りました。 

 ・スペシャルオリンピックス日本・神奈川より「神 

  奈川ニュース No.69」が参りました。 

 ・平塚湘南 RC より、ポリオ撲滅チャリティーゴル 

  フ大会のご案内が参りました。ご参加いただける 

  方は、お申し込みください。 

 

≪幹事報告≫≪幹事報告≫≪幹事報告≫≪幹事報告≫    

 ・2月 25 日の IMの出欠期限が本日となっておりま 

  す。まだの方は、ご連絡ください。 

 

 

≪委員会報告≫≪委員会報告≫≪委員会報告≫≪委員会報告≫    

 ・牟田口 会員 

  Ｊ：ｃｏｍテレビ 

「平昌オリンピック 

        2018」 

放送プログラム配布。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  あまりメジャーではない競技を取り上げて 

  放送いたします。 

  ぜひご覧ください。 

    

出席報告出席報告出席報告出席報告    （   ）内は計算に用いた会員数 

    

例会月日 会員数 出席会員数 欠席会員数 出席率 

メークアップ 

修正出席者数 修正出席率 

会員数 

１月１７日 ４７（４７）名  ２９名  １８名 ６１．７０％  １名   ３０名 ６３．８３％ 

１月３１日 ４７（４７）名  ３１名  １６名 ６５．９６％       
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ガバナー   大谷新一郎 

第 3 グループガバナー補佐 端山創之 



≪お祝い≫≪お祝い≫≪お祝い≫≪お祝い≫    

        会員誕生日 2 月 4日  岩田 和 会員 

 

 

 

会員皆様より岩田会員へ バースデイソング 

 

 

 

≪スマイル報告≫≪スマイル報告≫≪スマイル報告≫≪スマイル報告≫    

 川上 彰久 会長 

  瀧澤委員長 卓話よろしくお願いいたします。 

  役に立つお話は良く判っておりますので、面白ろ

おかしくお願いします。 

 小島 正幹 会員 

  数十年ぶりに理論や歴史ではなく、解りやすく明

日から実行できる職業奉仕の卓話がいただける

と思います。 

 泉 信子 会員 

  瀧澤先生 卓話 たのしみにいたして居ります。 

 片桐 輝久 会員 

  瀧澤先生の卓話楽しみにしています。 

  “職業奉仕“とは何か、解き明かして頂きます。 

 

  瀧澤 秀俊 会員 

   本日は魂を込めて職業奉仕を語ります。 

   皆様も最後まで気合を入れて聞いてください。 

   よろしくお願いいたします。 

  岩田 和 会員 

   誕生日祝い有難うございます。 

   83 才になりました。 

   一昨年から一年以上ガンとの闘いでした。 

   末期ガンからやっと元気になれました。 

   今後ともよろしく御願いいたします。 

  川西 正之 会員 

   瀧澤先生、卓話楽しみにしております。 

   ほんじつ、よろしくお願いします。 

  野口 捷代 会員 

   瀧澤先生、本日の卓話、大変楽しみにしており

ます。 

   岩田様、お誕生日おめでとうございます。 

  小澤 幸喜 会員 

   瀧澤委員長 本日、職業奉仕について学ばせて

いただきます。 

   よろしくお願いいたします。 

  小河 静雄 会員 

   瀧澤先生、卓話楽しみにしています。 

   勉強いたします。 

 

 

≪卓話≫≪卓話≫≪卓話≫≪卓話≫    

  『職業奉仕月間『職業奉仕月間『職業奉仕月間『職業奉仕月間    卓話』卓話』卓話』卓話』    

            国際ロータリー国際ロータリー国際ロータリー国際ロータリー2780278027802780地区職業奉仕委員会地区職業奉仕委員会地区職業奉仕委員会地区職業奉仕委員会    

            瀧瀧瀧瀧    澤澤澤澤    秀秀秀秀    俊俊俊俊    委員長委員長委員長委員長    

 

 

 



奉仕に学び奉仕に学び奉仕に学び奉仕に学び    職業で奉仕する職業で奉仕する職業で奉仕する職業で奉仕する 

 

国際ロータリー第 2780 地区 

2017-18 地区職業奉仕委員会 

委員長 瀧 澤 秀 俊 

１１１１    あなたならどうしますか？あなたならどうしますか？あなたならどうしますか？あなたならどうしますか？ 

 質問。仕事をがんばり、成功して儲かったので、

奉仕活動に役立てて欲しいと思い、ロータリー財団

に高額寄付をし、地区から表彰されました。これも

１つの「職業奉仕」である 。○か×か？ 

・・・答えは×です。 

 仕事で儲けたお金を寄付することも尊い奉仕で

すが、それは「ただの奉仕」。それだけなら世間に

数ある慈善団体と何も変わりません。赤い羽根の募

金箱に１００万円を入れても「職業奉仕」とは言い

ません。ロータリーは、その一歩上を行きます。 

 寄付や奉仕活動を通して学んだ奉仕の理念を自

分の職場にフィードバックし、自分のため会社のた

めだけでなく、真実・公平・世のため人のため自己

犠牲も厭わない、端的に言えば「四つのテスト」を

社是社訓として自分自身を律し、日々の仕事に邁進

する。そして職業で世の中に奉仕する。そこまでや

ることが「職業奉仕」なのです。 

 

「自己犠牲の経営なんて無理！」「理想論だよ！」

と思いますよね。そうなんです。ロータリーはかな

り高度な理想を求めているのです。だからこそロー

タリアンは世界で尊敬され、難しいからこそ生涯を

かける価値があるのです。 

 

 ではもう１問。あなたの会社の主力製品に欠陥が

判明。まだ一部の人しか知らず、ユーザーに実害は

出ていません。それを公表して全品回収修理すると、

膨大なコストで会社は倒産するかもしれません。あ

なたは公表しますか？それとも黙って改良品に切

り替えていきますか？ 

 もうお分かりですね。ロータリアンは「真実」を

尊び、偽装や隠蔽を許しません。公表するのは辛い

選択です。大きなダメージを受けるかもしれません。

でも、真実を貫くあなたを世間は尊敬し信頼するで

しょう。そして近い将来、あなたはより大きな成功

を収めるのです。 

２２２２    「職業」と「奉仕」「職業」と「奉仕」「職業」と「奉仕」「職業」と「奉仕」 

 そもそも、「職業」は自分のための金儲け、「奉

仕」は世のため人のため。全く正反対で矛盾するも

のが合体しているので、「職業奉仕」はイメージし

にくいのです。 

 そんな「職業」と「奉仕」は、どうやったら折り

合いが付くのでしょうか？ 

 それは、「奉仕」の心で「職業」をコントロール

すればいいのです。自分の利益を優先し、一人勝ち

で商売を成功させるというのではなく、聖職者のよ

うな気持ちで、世のため人のため・真実・公平を考

えながら、時には自己犠牲を払ってでも、誠実に職

務に励む。その結果として信用・信頼と尊敬を集め、

長期的に見れば商売は大成功を収めるでしょう。そ

んな自己コントロールさえできれば、「職業」と「奉

仕」は同じ方向（世のため人のため）を指し、矛盾

しないのです。 

 

 標準ロータリークラブ定款６条にこうあります。

「職業奉仕は、事業および専門職務の道徳的水準を

高め、あらゆる職業に携わる中で奉仕の理念を実践

していくという目的を持つ。会員の役割には、ロー

タリーの理念にしたがって自分自身を律し事業を

行うことが含まれる。」（一部略） 

 まさに、職業を遂行する上で「奉仕の理念」を道

しるべとしなさい、それが『職業奉仕』なんですよ、

と明記されています。 

 仕事で難しい選択を迫られたとき、他者より自己

の利益を優先することは自然です。でもそれは「た

だのビジネスマン」の行動に過ぎません。「ロータ

リアンたる職業人」は「奉仕の心」で仕事をするの

です。 

 ロータリー活動の中で「奉仕の理念」を学び、職

場では「奉仕の理念」で自分を律し、職業を通じて

社会に奉仕する、職業で世の中を良くしていく。そ

れは決して簡単なことではありませんが、ロータリ

アンとなったからには、そんな高い理想を追求して

いきたいものです。 

 

３３３３    では具体的にどうすればいいのでしょうか？では具体的にどうすればいいのでしょうか？では具体的にどうすればいいのでしょうか？では具体的にどうすればいいのでしょうか？ 

 ロータリーには、とてもわかりやすい行動指針が

あります。そう「四つのテスト」です。端的に言え

ば、「四つのテスト」を日々の職業の道しるべ（社



是社訓）とし、それに従えばよいのです。 

 １．「真実かどうか」 

 虚偽、誇大広告、データ偽装、品質表示偽装など

は絶対にしない。真実の情報開示。欠陥の積極的公

表。 

 ２．「みんなに公平か」３．「好意と友情を深め

るか」４．「みんなのためになるかどうか」 

 人を泣かせて一人勝ちではなく、共存共栄を目指

す。ノウハウの公開、利益の適正分配、下請けあっ

ての元請け、相手の多少のミスは寛容する。賄賂・

接待で特別扱いはしない。 

 このような行動には自己犠牲も伴うでしょう。し

かし、これこそがロータリアンとしてあるべき姿で

あり、そのような職業遂行の姿勢こそが「職業奉仕」

なのです。 

 

４４４４    内向きと外向き内向きと外向き内向きと外向き内向きと外向き 

 クラブでの奉仕活動を通じで学んだ「奉仕の理念」

（四つのテスト）を自分の職業にフィードバックし、

自分自身を律し、世のため人のために、職業を通じ

て奉仕の理念を実践する。それは内面的な倫理観で

もあるので、便宜的に「内向きの職業奉仕」と言い

ます。 

 それとは別に、「外向きの職業奉仕」もあります。 

 2016 規程審議会で重大改正があり、標準クラブ定

款６条（職業奉仕）に次の一文が追加されました。 

 「会員の役割には、自己の職業上の手腕を社会の

問題やニーズに役立てるために、クラブが開発した

プロジェクトに応えることが含まれる。」（一部略） 

  例えば、会員の歯科医師がカンボジアの山村で子

供たちの歯科検診と歯磨き指導をする。大災害の被

災地で会員の水道業者が復旧工事のボランティア。

それらをクラブの皆でサポートする。 

 まさに、会員の職業上の手腕を活用したクラブの

対外的奉仕プロジェクトであり、「外向き職業奉仕」

なのです。 

 

５５５５    「職業を語ろう！」プロジェクト「職業を語ろう！」プロジェクト「職業を語ろう！」プロジェクト「職業を語ろう！」プロジェクト 

 さらに、もう一つの「外向き職業奉仕」としてお

勧めするのが、「職業を語ろう！」プロジェクトで

す。 

 企業経営者の集まりは他にもありますが、個人事

業者・士業・医師などを含めた多種多様な職業人が

一堂に会する奉仕団体、それがロータリークラブで

す。 

 将来必ず職業選択の時が来る若い世代に、職業の

内容、意義、楽しさ、苦労を伝えることも、私たち

職業人の責務。やりたい仕事が見つからず、フリー

ター・アルバイトしかやらない若者。そんな若い世

代が将来を考える一助になれば、それもまた職業で

社会や青少年に奉仕することになるのです。 

 

６６６６    まとめまとめまとめまとめ 「奉仕に学び、職業で奉仕する」「奉仕に学び、職業で奉仕する」「奉仕に学び、職業で奉仕する」「奉仕に学び、職業で奉仕する」 

１「内向き」職業奉仕 

 ロータリアン一人一人が、日々のロータリー活動

の中で「奉仕の理念」（四つのテスト）を学び、そ

れを職業にフィードバックし、それに従って自分を

律し、職業で世の中に奉仕しましょう！ 

 

２「外向き」職業奉仕 

(1) クラブの対外的奉仕活動の中で会員の職業上

の手腕を役立てましょう！ 

(2) 次世代に職業を語り伝えて行きましょう！ 

 

 あなたのクラブでは「職場見学」や「工場見学」

を実施されているかもしれませんが、それが本当の

「職業奉仕」でないことはもうおわかりですよね。 

 

「職業奉仕」とは、「奉仕に学び、職業で奉仕す「奉仕に学び、職業で奉仕す「奉仕に学び、職業で奉仕す「奉仕に学び、職業で奉仕す

る」る」る」る」こと。 

ロータリーにしかない、ロータリー独自の素晴らし

い根幹理念です。 

  

拙稿が皆様にとって、職業奉仕を理解する一助に

なりましたら幸いです。 

以上 

 

 

 

 

 

 



 

岩田会員お誕生日メッセージ 

 

 

 

 

 

★瀧澤委員長より、パワーポイントの資料、 

外向業奉仕の実践例のデータ、事務局でお預かり 

して配布しております。 

 ご希望の方は、ご連絡ください。 

 

ホテルのお花、春らしくなりました。 

 

 

 

 

 

 

                本日のお料理 

 

 


