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村上 一秋会長エレクト

平成 28 年 6 月 15 日(水)曇り・雨
会長報告

お客様紹介

熊本地震義援金活動報告、近々タウンニュースに掲載。

幹事報告

仲西栄治 会長

福原美千加様(みかん動物病院医院長)
加藤かつら様((株)レナッテク代表取締役)
稲垣 精一様((株)レナッテク取締役・相談役)

今後の予定

○伊勢原平成 RC より ロータリーDAY 打合せの
6/22
第 2446 回
お知らせが届いております。
6/29
第 2447 回
6/27(月)18:30～
伊勢原大神宮 社務所 2F
7/ 6
第 2448 回
次年度会長・幹事・奉仕プロジェクト委員長・公共
イメージ委員長にお願い致します。
○米山記念奨学会より ハイライトよねやま 195 が配信されております。
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クラブ協議会

次年度スマイル委員長

通常例会は今日を含めて 2 回になりました。最後まで宜しくお願いします。お見舞金一部スマ
イルします。
みかん獣医師福原様、(株)レナッテク加藤様、稲垣様、ようこそいらっしゃいました。お見舞
い金の一部スマイルします。
先日のゴルフコンペ残念ながら 3 連覇なりませんでした。B.B でした。韓国世界大会に行かれ
た方お土産ありがとうございました。
お客様ようこそ伊勢原 RC へ！マスゾエさんさようなら！
福原先生、加藤さん、稲垣さん、ようこそいらっしゃいました。ロータリーを楽しんでいって
下さい。
お客様ようこそロータリークラブへ。先日の飛行機トラブルで、大韓航空さんからお見舞金を
いただけるそうです。全額スマイルします。次年度会長・幹事様、有効活用お願い致します。
本日次年度スマイル委員長としてスマイルさせて頂きました。東委員長ほど上手に読めません
でしたが、1 年後皆さんのご判断を頂きたいと思います。
大韓航空からお詫びのお金が届きました。少ないですが一部をスマイルさせて頂きます。
福原先生ようこそおいで頂きましてありがとうございます。先生を目標に頑張っています。今
後とも宜しくお願いします。
レナッテク様ようこそおいで下さいました。先日は検査、見積もりありがとうございました。
前向きに検討してみます。
福原さん、稲垣さん、加藤さん、ようこそ伊勢原 RC へ。ゴルフコンペの結果が気になって寝
れません。

田村

貴寿君

クラブより
奥様誕生祝い

福原様、稲垣様、加藤様、ようこそいらっしゃいました。ゴルフコンペ参加させて頂き、ドラ
ゴン賞頂きましたので賞金スマイル致します。ありがとうございました。
韓国世界大会の余剰金スマイル致します。
小泉

隆一郎君➨妻の誕生日を祝って頂きありがとうございます。本日卓話宜しくお願い致し
ます。

おめでとうございます

出席報告

内田 智久 出席委員長代理

会員数

出席計算に用いた数

出席者数

5７

53

3７

出席率（％） 前々回修正出席(％)

69.81

修正なし

事前 MUP
小泉隆一郎君➨現・次職業奉仕委員会
東
学君➨地区会員増強
会員維持セミナー

お客様紹介
みかん動物病院院長 福原 美千加 様
こんにちわ。秦野市でみかん動物病院と称しまして、開院しております、福原と申します。簡単に私の自己紹介
をさせて頂きます。私は秦野市で 22 年前に開業致しました。神奈川県の獣医師会に所属しておりまして、広報の
仕事を担当しております。秦野市では秦野市獣医師会として、市と連携をとって動物の仕事をいたしております。
今日、この例会場にお伺いした理由は、お手元にお配り致しました“神奈川県動物保護センタ－建設基金チャリテ
－ライブの協賛金のお願い”です。
皆様は、
「神奈川県動物保護センタ－を皆様はご存知でしょうか？」金目(土屋)にあります、非常に古い施設でし
て、当時、おそらく戦後まだ狂犬病が発生していた時分に、野犬を捕まえて処分をする事を目的に開所されたよう
です。だんだん愛護精神が高まって、あるいは要望が徹底しましたので、現在では日本では狂犬病発生がございま
せん。主に捨て犬、捨て猫の収容施設として運営していた理由です。市の施設ですので、予算がありますある程度
（一週間係留期間）を経て、里親がつかない場合は殺処分にされていたという歴史がございます。だんだんに全国
的に愛護精神が高まり捨てる方も少なくなり、さらにはボランティア、保護団体のお手伝いがありまして、現在、
２年前に神奈川県は殺処分０を達成致しました。昨年に至りましては、犬だけでなく猫も殺処分０を達成した状況
です。今後これを維持していくには、保護団体、ボランティアさんの活躍がなくしては維持できない現状がござい
ます。けして捨て犬が０になったわけではなく、持ち込まれるワンちゃんや、猫ちゃんは依然後を絶たないですが、
実情は協力ボランティア団体が殺処分される前に引き出してくれて、里親を見つけてくださっている。並々ならぬ
努力があっての事なんです。そういう施設を新しくして保護団体が活動しやすくしようじゃないか？ あるいは神
奈川県は殺処分しないという事が決まりましたので、里親がつかない子はずっとそこで生活をしていかなけくては
ならない。今、常時 50 頭くらいのワンちゃん、猫ちゃんが収容されています。その子たちが快適に過ごしていけ
る施設という事で、此処に書いてありますが、
「殺す施設」から「生かす施設」へ建設が決まりました。神奈川県は
これを全て基金で担おうとしております。そこには賛否両論ありますが、平成 31 年度目標に活動しております。
ご存知の方もいらっしゃると思いますが、女優の杉本彩さんが応援団体として、名乗りを挙げて頂き、あちこち
でＰＲ活動されています、しかし現実的にはあまりこの活動が知られていないという現状です。保護センタ－があ
ることすらも、建て変えることすらもご存知ない方もまだまだいらっしゃいます。私共関係者の中にもそのような
方がいます。これではいけないのではないのかなと言う事で、私が所属しております神奈川県獣医師会の中の女性
獣医師の会で発起人となりまして、この活動を応援しようではないか？ と言った事で今回、関係者だけではなく、
多くの異業種の方にもＰＲができるように、チャリティライブでという形で今期１年間に４か所を予定して実行し
てまいります。まず、最初に秦野市の駅前で行います。これはもう決定していまして、お手元にパンフレットがい
っています、7/9 でお願いしております。２回目が 9/10 に決まりまして、東海大学のタウンニュ－ス社にありま
すミッシェルというライブハウスで決定致しました。３回目は 11 月で平塚の方で開催予定でございます。４回目
は来年になりますので、1 回目、2 回目、3 回目とその中で決まっていく事です。ここでお願いがございます、内
容はチャリティライブです。来場頂くお客様からは募金も含めた形でチケット販売をしております。演奏者はプロ
の演奏者を呼びますので費用が発生してまいります。その費用はなんとか協賛援助金で、開催したいと思っていま
す。企業、会社様にその協賛をお願いしたいというのが趣旨でございます。今日この場を頂戴しまして皆様にお願
い申し上げたくよろしくお願い致します。協賛の額は一口５０００円から 2 口１００００円、それ以上と書いてご
ざいます。非常に高額でご寄付頂けるのでしたらセンタ－の建設基金の方へ直接頂いたほうがよろしいのかもしれ
ませんが、積極的にご協力を頂ける方は、後ほど、こういった趣意書を出しております。また建設基金のご案内も
お渡しいたします。貴重なお時間を頂きましてありがとうございました。私どもは、このライブを企画するにあた
って、皆様にご協力をお願したいと思います。 どうぞよろしくお願い致します。

ご案内
ゴルフ同好会 幹事 貝原 剛規君
先日、6/9 に第 3 回仲西・東井年度ゴルフコンペ無事に終了致しました。4 組 19 名の参加でとても楽しくプレイ
できました。皆様ご参加ありがとうございました。暑くもなく、寒くもなく、天候に恵まれまして、楽しい時間を
過ごせました。今回、4 名ゲストをお迎えしまして、来年度も、会員増強の一貫としてゲストをお迎えする形とし
て、開催したいと思っています、よろしくお願い致します。
委員会報告
萩原庸嘉米山奨学委員長 次年度のご案内
毎年恒例になりました 7/16 土曜日、江の島クリ－ンキャンペ－ンが開催されます。米山奨学生と年２回、仲良く
出来る絶好のチャンスだと思います。クリ－ンキャンペ－ンと 11 月の国際交流、この２つは、米山奨学委員会の
メイン行事です。まずはこの二つの事業力を入れて頑張ろうと思っています。登録料は、なんとか委員会から拠出
致しますので、大勢のご参加をお待ちしております。よろしくお願い致します。
仲西会長
昨今規定審議会報告でロータリー定款が色々、変更されています。その研修会が本日地区でありますので、この後、
13 時過ぎに田中次年度幹事と東井幹事が、出席します。そこで資料等正式文書が伊勢原クラブに入ってくると思
います。今回改定の中で、一つ懸念している事は入会金の扱いです。入会金が定款から削除されるという事の様で
す。理事会でも検討しておりますが、当クラブの次年度 7 月最初の例会で、1 名入会がされます。そういう事にな
りますと入会金をどうするのか？決めなくてはいけないという事になります。入会金の定義が無くなるという事な
ので、今の所、仮に青少年育成基金にその金額を充当させて頂くそんな頂き方をするというのも 1 つの方法かなと
思っています。この年度の内にはっきりしなくてはいけないと思っていますので、後ほどお話をさせて頂きたいと
思っています。
卓話

小泉

隆一郎君

「ロータリーの職業奉仕とは何か？」について
職業奉仕の理念
＜ロータリーの職業奉仕とは何か？＞
職業奉仕とはアーサー・フレデリック・シェルドンが提唱し、ロータリーが採択した、他の奉仕団体に無い概念。
シェルドンの職業奉仕理念から始まり、時代・状況等によって変化し、今日に至った理念が現在の職業奉仕理念と
言える。
＜職業奉仕理念の歴史＞
1910 年 8 月：第１回全米ロータリークラブ連合会年次大会（シカゴ大会）
「シェルドンのスピーチ」
◇19 世紀の実業界は、人間の本能をむき出しにした弱肉強食の競争主義。
◇20 世紀の実業人を成功に導く方法は、利益を他人とシェアするサービス学を遵守すること。
◇正しい経営学とは、他人に利益をもたらすこと。
◇販売学とは、他人に対して奉仕する学問。
◇He profits most who serves his fellows best.
1911 年 8 月：第２回全米ロータリークラブ連合会年次大会（ポーランド大会）
「大会宣言の結語として採択された言葉」
◇He profits most who serves best.
◇Service,not self
1989 年：規定審議会
『職業宣言』を採択
１．職業は奉仕の一つの機会なりと心に銘ぜよ。
２．職業の倫理的規範、国の法律、地域社会の道徳規準に対し、名実ともに忠実であれ。
３．職業の品位を保ち、自ら選んだ職業において、最高度の倫理的規準を推進すべく全力を尽くせ。
４．雇主、従業員、同僚、同業者、顧客、公衆、その他事業又は専門職務上、関係を持つすべての人々に対し、等
しく公正なるべし。
５．社会に有用なすべての業務に対し、当然それに伴う名誉と敬意を表すべきことを知れ。
６．自己の職業上の手腕を捧げて青少年に機会を開き、他人からの格別の要請にも応え、地域社会の生活の質を高
めよ。
７．広告に際し、また自己の事業又は専門職務に関して、これを世に問うに当たっては、正直専一なるべし。
８．事業又は専門職務上の関係において、普通には得られない便宜ないし特典を同僚ロータリアンに求めず、また
与えうることなかれ。
011 年 11 月：理事会決定
『ロータリアンの職業宣言』を修正して『ロータリーの行動規範』を創設
１．全ての行動と活動において、高潔性という中核的価値観の規範を示すこと。
２．職業の経験と才能をロータリー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、個人的活動及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．他者との取引の全てにおいて公正に務め、同じ人間としての尊重の念をもって接すること。

５．社会に役立つ全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．ロータリアン及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．事業又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。
2014 年：理事会決定
『ロータリーの行動規範』修正
１．個人として、また事業において、高潔さと高い倫理基準をもって行動する。
２．取引のすべてにおいて公正に務め、相手とその職業にたいして尊重の念をもって接する。
３．自分の職業スキルを生かして、若い人びとを導き、特別なニーズを抱える人びとを助け、地域社会や世界中の
人びとの生活の質を高める。
４．ロータリーやロータリアンの評判を落とすような言動は避ける。
５．事業や職業における特典を、ほかのロータリアンに求めない。
2014 年 10 月理事会決定
「５．事業や職業における特典を、ほかのロータリアンに求めない。
」を抹消
『ロータリアンの行動規範』
ロータリアンとして、私は以下のように行動する。
１．個人として、また事業において、高潔さと高い倫理基準をもって行動する。
２．取引のすべてにおいて公正に務め、相手とその職業にたいして尊重の念をもって接する。
３．自分の職業スキルを生かして、若い人びとを導き、特別なニーズを抱える人びとを助け、地域社会や世界中の
人びとの生活の質を高める。
４．ロータリーやロータリアンの評判を落とすような言動は避ける。
※ 2014 年 10 月理事会において、ラビンドン会長エレクトの提案によってロータリアン同士の物質的金銭的な
相互扶助が認められ、ロータリーは 1905 年の物質的相互扶助の世界に戻ったと言える。
＜四つのテストについて＞
「四つのテスト」は 1932 年、シカゴ・ロータリークラブ会員ハーバート 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、この会社は倒産を逃れました。
【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か
＜ロータリアンの職業奉仕＞
【企業の社会的責任とロータリー】
企業の社会的責任は、事業が行われる地域社会と環境に対して、企業が責任を持つことを意味しています。
【知らないうちに実践している日本人の職業奉仕】
2015 年地区研修協議会職業奉仕部門での後藤リーダーの言葉に凝縮されている。
「売り手よし、買い手よし、世間よしの三方よし」
職業に誇りを持ち、コンプライアンスを順守した事業発展に努力し、地域社会の支持を得ると共に税金を完納する。
前工程・後行程への配慮をした事業推進により、仕入先の満足（互恵取引）
・販売先の満足（CS）
・従業員の満足（ES）
向上を追求する。
具体的な奉仕活動のアイディアが無い時は、一所懸命事業を推進して下さい。それは素晴らしい職業奉仕活動とな
るハズです。
＜職業奉仕入門に紹介されている職業奉仕の実践＞
◇「四つのテスト」と「ロータリーの行動規範」について、例会で話し合う。
◇ある職業分類を取り上げた例会プログラムを実施する。
◇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。
◇会員の職場訪問を行う。
◇職場で倫理に関する研修を行う。
◇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。
◇職業に関連する親睦活動グループに参加したり、新たにグループを設立する。
◇若者を対象とした作文やスピーチのコンテストを実施する。
＜職業奉仕ニュースレターに紹介されているクラブでの職業奉仕プロジェクト例＞
◇地元地域の人々を招いた異業種交流イベント
◇失業者や転職希望者のためのキャリア相談室
◇若者や学生の進路相談
◇高い倫理を実践した地元企業等の表彰
◇職業のスキルを生かした奉仕活動

