
 

第 2114 横浜港南ロータリークラブ週報 
2018．2．28．[水]  第 2342回例会報告 
 
◎司 会            山野井正郎ＳＡＡ委員 
◎ロータリーソング     『港 南 友 愛 の唄 』 

◎ソングリーダー      八木禧昭合唱委員 
◎ゲスト     ・新会員候補者  稲 垣 聡 様 
         ・米山奨学生  デ ル バ さ ん 
◎出席報告          豊場建伍出席委員長 
会 員 数 

                    
出 席 者     

数                     
出席率 前回 

修正率 
前月 
平均率 

35(6)名 27(5)名 81.8% 94.1%  79.0% 

（  ）内は出席免除会員数 

公式出席 

2/8・23・25 地区米山奨学委員会  佐々部宣宏会員 

2/24 研修委員会 

青柳民朗会員 海野俊彦会員 上杉順一会員 

尾形達也会員 櫻井富雄会員 瀧  文博会員 

高栁良作会員 豊場建伍会員 樋口一樹会員 

 

◎親睦委員会(今週のお祝)樋口一樹親睦委員 
＊配偶者誕生日祝   大井正男様（2/28） 

                 市川幸子様（3/6） 

坂巻武彦様（3/6） 

＊会 員 記 念 日 祝   市川敏明会員(3/2) 

                 細井順子会員（3/3） 

西山俊雄会員（3/5） 

＊会員入会記念日祝   大橋三郎会員(3/5) 

 

 ニコニコボックス本日合計 ４０，０００円 

ニコニコボックス 累 計 １０１３，１００円 

◎米山チャリティボックス   
高栁良作米山記念奨学委員長 

大井和子会員 坂巻照代会員 櫻井富雄会員 

佐々部宣宏会員 橋浦重己会員 ５名 

米山ﾁｬﾘﾃｨﾎﾞｯｸｽ本日合計 ５，０００円 

米山チャリティボックス累計  １３６，０００円    

 
◎会長報告            
①今日阪神タイガース沖縄春季キャンプが打ち上げに

なりました。先週の土曜日からオープン戦がはじまり、

３月３０日から今シーズンが開幕となります。 

②米山奨学生のデルバさんに奨学金(多忙の為２か月

分)をお渡しします。 

 

◎幹事報告 

①地区より、２月６日の台湾東部地震被災地支援の義

援金の協力依頼が来ています。国際奉仕の予算か

ら一人 1,000 円×35 名分を拠出したいと思いますの

で、ご了承お願い致します。 

②本日お越し頂いている稲垣様に私から入会のお誘

いをし、本日見学にいらして頂きました。皆様宜しくお

願い致します。 

 

◎ 稲垣聡様よりご挨拶 
 大越さんからご紹介頂き、今回参加させて頂きました。
港南区芹が谷で空調設備業を住宅・店舗・大型ビル工

事から手掛けている会社でございます。創業して今年

で８期目です。まだまだ未熟ですが、このような会を通

じて先輩方に勉強させて頂きたいと思い参加致しまし



た。どうぞ宜しくお願い致します。 

 

◎委員会報告  
①プログラム委員会            阿曽委員長 

３月 ７日(水） 瀧会員 

１４日(水)→１７日（土）ＩＭに例会変更 

『はまぎんホールヴィアマーレ』 

     ２１日（水） 休会 

２８日（水） １８：３０～橋浦会員『リヴァージュ』 

   ４月 ４日（水） 福嶋昭会員 

     １１日(水) ショコラボ 伊藤紀幸様  

     １８日(水) 山野井正郎会員 

     ２５日(水) １８：３０～根本会員『リヴァージュ』 

②研修委員会               山野井正郎委員 

・ メークアップツアー   

日時 ３月２日(金)  場所 港南台 RC  

当クラブ会員９名出席者  

豊場会員・尾形会員・海野会員・樋口会員 ・瀧会員 

高栁会員・上杉会員・青柳会員・櫻井会員 

・ ゴルフ会 

日時 ４月２４日(火)  場所 磯子カントリークラブ 

ｾﾌﾞﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰＲＣの方が４月に５～６名日本にいら

っしゃいますので、港南台ＲＣの有志と一緒にゴル

フを行います。 

③創立５０周年記念             山野井委員長 

日時 来年９月２８日(土) 

  場所 ロイヤルホール横浜  

上記のように開催日が決定しました。 

 

◎『職業奉仕って何ですか?』   大井和子会員 

 

 

 

 

 

 

私は職業奉仕委員長を仰せつかりました。ロータリー

クラブに入会してから約５年経ち、ちょうど良い機会な

ので職業奉仕について少し調べてみました。現段階で

の私の考えを大先輩がたくさんいらっしゃいますので、

話し終えた後にお聞きしたいと思いますので、コメントを

お願いします。 

内容 

・そもそも職業とは？『奉仕』とは？ 

・そうなると、職業奉仕は？ 

・ロータリークラブにおける職業奉仕の位置づけ 

・自分に引きつけて考える 

・皆様にお聞きしたいこと 

＊資料作成に当たり、『国際ロータリー２６６０地区ロー

タリー百科事典』から引用させて頂きました。 

そもそも『職業』とは？ 

＊職業：日常的に従事する業務や労働など、技能、知

識、能力などをまとめた一群の職務(Wikipedia) 

  『私の職業は、保育園の園長です。園長の仕事は、

保育園の運営管理です。運営管理とは、保育全体の

計画、職員の育成、保護者に対する支援、会計、地

域や関係機関との連携等に最終責任を負いながら、

管理する事です。保育、教育、心理学、社会福祉、ソ

ーシャルワーク精神医学、栄養学、社会学、会計、

労務等の知識が必要です』 

『奉仕』とは？～職業奉仕における「奉仕」～ 

＊奉仕（service） 

・人や地域にはニーズがあり、そのニーズを満たして

いこうとする行為。 

Needs:欲求・必要  欲求＝必要とは限らない 

 ボールを投げる時、誰もいないところにボールは投

げません。ボールを待っている人がいるからボール

を投げる。そのボールを投げる行為を service と言

い、そのボールを投げるのを待っている人を Needs

という。私達ロータリアンに必要なのは、何処にボ

ールを投げることを待っている人がいるのか。

Needs が何処にあるのかを探すこと・正しく見極め

ることが必要。 

  ・Rotary clubs everywhere have one basic ideal –the 

“Ideal of Service”. which is thoughtfulness of and 

helpfulness to others.  

(ロータリークラブは何処においても、一つの基本となる

理念『奉仕の理想』を持っている。それは他人に対する

思いやりの心、助け合いの心である) 

＊Official directory(全世界の RCと会員名簿)の背表紙

の裏に書かれている。 

 



『奉仕』とは？ 

・1910年 全米大会 

『He profits most who serves his fellows best.』 

     最も仲間に奉仕するもの、最もよく報われる 

・1911年 全米大会     ↓ 

     『He profits most who serves best.』 

       最も奉仕する者、最もよく報われる 

                  ↓ 

           職業奉仕の標語となる 

『現段階のまとめ』職業奉仕とは、団体で行うものでは

なく、個人が高い職業倫理を持ち、ステークホルダー

に対して行う行為である。 

私で言えば、保育園の関係者、地域の方々や地域の

団体等に向けて行う行為を職業奉仕という。 

私に求められるのは、私がどのような価値観を持って

いるのかを問われるのだろう。 

ロータリーにおける職業奉仕の位置づけ 

・職業奉仕の理念：科学的かつ道徳的な経営方針によ

って、自分の事業や同業者の事業の発展を図ると共

に、業界全体のモラルを高めていく。 

・職業奉仕とは、職業を通して社会のニーズをほぼ完

全な形で満たせるよう努力を重ねるということです。そ

れによって、自己の職業の品位と道徳水準を高め、社

会から尊重される存在にすることが出来るのです。 

例会における職業奉仕委員会の役割 

・例会の意義・役割 

 ・高い倫理観を持って職業活動を行う事が出来る

会員を育てる場。 

 ・異分野の人たちとの交流を通して自己の道徳的、

専門的能力を高めていくことが例会出席の意義。 

例会は学びの場でもあるし、親睦の場でもある。 

両方大事でどちらか一方に偏ってはいけない。バラン

スをとることが重要。 

・職業奉仕委員会の役割 

 『入りては学び、出でては奉仕せよ』のための研修と

勉強会の支援。 

 前半活動はしておりませんでしたが、後半にプログラ

ム委員会と研修委員会にお願いして、今回職業奉仕

に関する卓話をさせて頂きます。大越さん・私・橋浦

さん・根本さんにお願いしておりますので、よろしくお

願いいたします。 

自分に引きつけて考えてみる 

・経営理念を示し、その理念の実現に共感し、実践する

職員を育てる事。それにより、保育という仕事にやり

がいを感じ、誇りを持てる。 

・新任副校長企業等研修の受け入れ 

  保育園と小学校は、『人(子ども、大人)』を育てるという

共通性のもと、その管理のあり方には共通点と相違

点もある。この共通点と相違点に着目しながら、管理

職としてのあり方を考えて頂く機会の提供と同時に、

自らの価値観、倫理観をブラッシュアップする機会で

もある。皆様の企業でも受け入れをお願い致します。 

・中学生の職業体験受け入れ。 

・非常勤講師（専門学校・大学）保育者になろうと思って

いる若い人たちを育てる。 

特定非営利活動法人きずなの会 

ロゴマークとブランドスローガン・基本理念のご紹介 

           

       基本理念 

子どもが明日の自分に期待し、 

保護者が安心して子どもを託せ、 

職員が生き生きと働くことができ、 

地域に子育て支援という形で貢献できる 

施設づくりを目指します。 

この理念の具現化に向けて共感する職員を育てること

が、私の一番大きな役割です。理念の共有が抽象的な

ので、どのように具体的な形にしていくか、実現する方

法を共有できなければ、いけないだろうと考えています。

私の園の保育の仕方は一般的な保育園の保育の仕方

と違って、どの年齢でも一斉に寝て一斉に食べるという

一斉保育には否定的です。保育に携わる人は、子ども

一人ひとりを大切にと言いますが、一斉保育では子供

を大切にすることは出来ないと考えています。家では起

きる時間や食べる時間がバラバラなのに、同じ時間に

食事をしなければいけないのは、子どもの個別性を無

視したやり方だと思うので、そのようなやり方はしてい

ないのです。例えば離乳食の子供を三人座らせて次へ

次へと食べさせるのではなく、一人ずつ抱っこで順番に

食べさせるというやり方をしています。これに共感する

中高年の保育士が多くなっており、この業界では定着

率が良い方です。保育士がやりがいを感じることによっ

て、子どもが自分に期待をすることが可能になってきま



すし、子どもが楽しんで明日何をしようかと思えるような

日々であれば、保護者は安心して子供を預けることが

出来ると考えています。これが一番重点を置いている

事です。 

 これらが私の自問自答です。皆さんご意見をお願いし

ます。 

『大越雅也幹事』 

ロータリーにはいろいろな職業の方がおり、自分の職

業が地域の方にどのようにお役に立てるのか考える場

だと思います。ほんの少し何か自分に出来るのではと

自問して頂くきっかけだと思う。仕事を引退した人も後

継の方に伝えていく大きな場であると思います。ロータ

リークラブに入ったからには、そういったきっかけをお互

いに日々考える場であって欲しいです。 

『櫻井富雄会員』 

社会を形成しているのはそれぞれの仕事です。建設業

にしても、大井さんのような仕事にしても、これらで社会

は成り立っています。真面目にやっている事が職業奉

仕に繋がると思います。 

『瀧文博会員』 

私の仕事は求められてそれに応えることが多いという

職業の性質があるので、皆さんの社会のニーズがあっ

て、それに応える。これで社会が良くなるといいと思い

ます。 

『大橋三郎会員』 

患者さんはニーズをもって医院に来られます。我々は

そのニーズに対してサービスを行います。患者さんに

行うサービスが、ロータリー活動をすることで、クオリテ

ィが上がれば、職業人として、ロータリーをやっている

意義があると思います。個性に合わせてクオリティを上

げていけば良いと思います。 

『横尾博之会員』 

職業は皆違いますが、一所懸命やるのは当たり前です。

ロータリーの良いところは皆で助け合い、足りないとこ

ろを補い相談し合うのが良いと思います。 

『山野井正郎会員』 

他クラブへ行くと、『会員は金儲けしてはいけない』とい

う人が必ずいます。そうではなく、適正に儲けなければ

自分の会社は潰れていきます。職業奉仕だからその職

業で儲けるものは儲けて、奉仕することは奉仕する。こ

れが一番大切です。儲けるものは儲けて良い。そのか

わり、その儲けを少しでもこのロータリーを通じて、職業

奉仕として社会奉仕するなど、これが真のロータリアン

であり、職業奉仕の根本の理論だと思い、私がガバナ

ー補佐として、近隣のクラブへ行った時このようにお話

しました。 

『大井会員』 

諸先輩の皆さま方からそれぞれのお考えを伺うことが

出来ました。又、次回お時間がありましたら皆様に伺い

たいと思います。これで私の卓話を終わります。有難う

ございました。 

 

◎ ニコニコボックス      樋口一樹親睦委員 
大越雅也幹事 

  稲垣様ようこそいらっしゃいました。 

  大井会員の卓話を楽しみにしております。 

大井和子 

  今日は卓話ですが、上手く話せるかどうか少々自信

がありません。どうか皆様助けて下さい。 

坂巻照代会員 

  この度経済産業省より健康経営優良法 2018(中小

企業の部)の認定を頂きました。弊社に関わりのあ

る方々のお陰です。そして感謝の気持ちでニコニコ

に入れさせて頂きました。 

  大井会員の卓話を楽しみにしております。 

  配偶者誕生日祝を頂きまして有難うございました。 

大橋三郎会員 

  会員入会記念日祝を頂きまして有難うございます。 

  大井会員の卓話を楽しみにしております。 

西山俊雄会員 

  結婚記念日祝いを頂きました。ﾙﾋﾞｰ婚との事です。 

海野俊彦会員 

  春めいてきました。三寒四温体調管理ご注意下さ

い。 

  大井会員の卓話を楽しみにしております。 

橋浦重己会員 

  例会が欠席がちですみません。その分ニコニコに入

れます。 

  大井会員の卓話を楽しみにしております。 

八木禧昭会員 

  天野さんお世話になりました。有難うございます。 

  大井さんのお話楽しみです。 

豊場建伍会員 佐々部宣宏会員 福嶋 昭会員 

櫻井富雄会員 小後摩重正会員 樋口一樹会員  

青柳民朗会員 山野井正郎会員 笠原孝雄会員 

  大井会員の卓話を楽しみにしております。 

 

◎３月の予定 
３月 ７日（水） 瀧会員 

１４日(水)→１７日（土）ＩＭに例会変更 

『はまぎんホールヴィアマーレ』 

     ２１日（水） 休会 

２８日（水） １８：３０～橋浦会員『リヴァージュ』 

◎会報               坂巻照代会報委員 


