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1月は職業奉仕月間です。

「平成土浦百景：広がる田園田宮　　　　写真　せき ごう氏」

1月24日（第2969回）1月第3例会プログラム .25

●点　鐘 会　長　　　　　　　　

●ロータリーソング 奉仕の理想

●ビジター紹介 親睦活動委員会

●幹事報告・委員会報告

●会　食

●新会員卓話 鬼澤　俊久会員 

●にこにこBOX SAA

●出席報告 出席委員会

●点　鐘 会　長

●クラブソング ともに歩もう



前 週 の 例 会 報 告

三輪谷博史  職業奉仕委員長
　職業奉仕委員長の三輪谷です。
職業奉仕とは何か、この機会に勉強させていただきました。

ロータリーの目的
ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎として奉仕の理念を奨励し、
これを育むことにある。具体的には、次の各項を奨励することにある：
第１　知り合いを広めることによって奉仕の機会とすること；
第２　職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はすべて価値あるもの

と認識し、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；
第３　ロータリアン一人一人が、個人として、また事業および社会生活において、日々、奉仕の理念を実践する

こと；
第４　奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネットワークを通じて、国際理解、親善、平和を推進すること。

「職業奉仕」という概念
「ロータリーの目的」は、ロータリーの存在目的とロータリアンの責務について記した哲学的な声明です。職業
奉仕は、「目的」の第2項を土台としており、この項で、ロータリアンは次のことを奨励し、育むことが求めら
れています。
□ 職業上の高い倫理基準
□ 役立つ仕事はすべて価値あるものという認識
□ 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
　 職業奉仕はどのように実践できるでしょうか。以下にいくつかの方法をご紹介します。
□ 例会で、各会員が自分の職業について話し、互いの職業について学び合う。
□ 地域社会での奉仕プロジェクトで職業スキルを生かす。
□ 高潔の精神で仕事に取り組み、言動を通じて模範を示すことで倫理的な行動を周囲に促す。
□ 若者のキャリア目標を支援する。
□ 専門能力の開発を奨励し、指導する。
職業奉仕に意欲と熱意を感じる人にとって、ロータリーほどその実践にふさわしい場はありません。職業奉仕は
ロータリーの真髄であり、ロータリーをほかの団体と分かつ要素でもあります。

高潔性と倫理
高い倫理基準の実践を通じて高潔性を推進することは、ロータリアンとして不可欠の要素です。その中で生まれ
たのが、「四つのテスト」と「ロータリーの行動規範」の2つであり、職場や生活のあらゆる場面で倫理的行動
を実践するための指針となっています。
四つのテスト
「四つのテスト」は、1932年、シカゴ・ロータリー・クラブ会員で、1954-55年度に国際ロータリー会長を務
めたハーバート J. テイラーにより発案されました。倒産寸前の会社を建て直す役目を担ったテイラーは、仕事
における全側面において従うべき倫理的指針として「四つのテスト」を創り、このシンプルな哲学のおかげで、
この会社は倒産を免れました。その後、1934年に国際ロータリーで採用されて以来、「四つのテスト」はロー
タリアンが倫理的行動を測る上での重要な物差しとして用いられてきました。このテストは、多くの言語に翻訳
され、世界中でロータリアンにより奨励されています。
四つのテスト
　言行はこれに照らしてから
1) 真実かどうか
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

卓話「職業奉仕月間に因んで」卓話「職業奉仕月間に因んで」
ロータリーの行動規範
ロータリアンとして、私は以下のように行動する。
1．すべての行動と活動において、高潔性という中核的価値観の模範を示すこと。
2．職業の経験と才能をロータリーでの奉仕に生かすこと。
3．高い倫理基準を奨励し、助長しながら、個人的活動および事業と専門職における活動のすべてを倫理的に
行うこと。

4．他者との取引のすべてにおいて公正に努め、同じ人間としての尊重の念をもって接すること。
5．社会に役立つすべての仕事に対する認識と敬意の念を推進すること。
6．若い人々に機会を開き、他者の特別なニーズに応え、地域社会の生活の質を高めるために、自らの職業的
才能を捧げること。

7．ロータリーおよびロータリアンから託される信頼を大切にし、ロータリーやロータリアンの評判を落とし
たり、不利になるようなことはしないこと。

8．事業または専門職上の関係において、普通には得られない便宜ないし特典を、同輩ロータリアンに求めな
いこと。
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新会員歓迎会新会員歓迎会

親睦活動委員会の主催により飯村 晃一会員、山田 孝行会員の歓迎会が開催されました。
たっぷり差し入れて頂いた日本酒を酌み交わし、大いに親睦を深められた会となりました。

※地区役員は、地区諮問委員、ガバナー、ガバナーエレクト、ガバナーノミニー、地区幹事、地区会計長・資金委員、ガバナー補佐、
　ロータリーの友地区代表委員・ロータリーの友委員、財団監査委員各位です。
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2019（平成31年）1月17日㈭　18：30～　　於：霞月楼

地区チーム研修セミナー
（DTTS） 2019年3月2日㈯ 

ホテルクリスタルパレス
（ひたちなか市）

<2019-2020年度> 
 地区役員、地区総括委員長、地区委員 

会長エレクト研修セミナー
（PETS） 

2019年3月23日㈯ 
～3月24日㈰ 

ホテルクリスタルパレス
（ひたちなか市）

<2019-2020年度> 
地区役員、地区総括委員長、クラブ会長 

地区研修・協議会
（DTA） 2019年4月14日㈰ ホテルクリスタルパレス（ひたちなか市）

<2019-2020年度> 
地区役員、地区総括委員長、クラブ役員 等 

地区大会 2020年4月18日㈯ 
～4月19日㈰ ひたちなか市文化会館 第2820地区全会員 

会議名 日　　程 会　　場 対　　象



格調高く、和やかに　  S.A.A

日　時：2019年2月10日㈰　9：24～　インコース スタート（4組）
 　※スタート30分前までに集合

会　場：セントラルゴルフクラブ麻生コース（旧麻生CC）
 　茨城県行方市島並933　TEL 0299-72-1221

表彰式：競技終了後クラブハウスにて表彰式を行います。

参加費：4,000円（商品代等）

プレイ費：10,500円（乗用カート、昼食、パーティー 税込）

土浦RC スクラッチ会開催のご案内

会　員 欠　席 出　席 免除・欠席 出席率
59名 23名 36名 2名 63.15％

出 席 報 告 例 会 予 告

1月 31日 休　会
2月 7日 理事会⑻、会長挨拶、誕生祝、
  誕生祝ミニ卓話  

メークアップ

1/17 新会員歓迎会　飯村、大槻、鬼澤、小野、上村、河合、黒田、坂本、佐藤、高橋、竹内、竹中、
 富田、沼尻、沼田（義）、平島、藤澤、藤田、堀越、山田、吉成、渡邊

「十六夜アート倶楽部」開催
日　時：平成31年1月31日㈭　18：00～

場　所：かね喜　本店

会　費：6,000円

内　容：文化芸術の香りを楽しむ

お知らせ

※出席者はご自分の「お宝」を一つご持参ください。


