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前回の例会報告

皆様こんにちは
先週の週末　久しぶりの雪で除雪をしているときに腰をやってしまい、今もシップとサポーター
のお世話になっております。皆様もいい年齢になっていますので、十分お気を付けください。
今月は職業月間です。
ロータリーの中で一番わかりにくいのが職業奉仕ではないのでしょうか？
職業奉仕とは、あらゆる職業に携わる中で、奉仕の理念の実践をロータリーが培い、支援する
方法である。「ロータリーの目的」の第 2項は、職業奉仕が基本となるもので、特に
１　職業上の高い倫理基準を保つこと

　１　役立つ仕事はすべて価値あるものと認識する事
　１　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にすること
となっております。
　あまりよくわからないというのが本音ではないでしょうか
ここで suzuki　hirosi さんがちょっと違う観点から職業奉仕に書かれている文章があったので少し長くなりますが多少抜
粋し紹介させて頂きます。
　職業奉仕を英文では Vocational　Service となっております。
Vocational を辞書で引くと「職業、商売、神のお召し、使命、天職」とゆう訳語があり、
職業とゆう言葉に英語では Calling とゆう言葉もありますがこれを辞書で引くと「神のお召し、使命、職業」とあります。
「職業奉仕の根底にはキリスト教の思想がある」と簡単には結論図けることはできないがロータリーが Vocational とゆう
言葉を採用したのには宗教的な意味が含まれていることは間違いないのではないか、と思ったのです。Vocational が一般
的な職業になったのはキリスト教の宗教改革以降のことで、中世カトリック教会においては、神からの召命として特別の
使命を与えられたものは、司祭とか修道士としてこれらの人たちのみが神に奉仕できるものとし Vocational といわれまし
た。
宗教改革以降は、職業は天職であり、神と人に奉仕する場と考えられるようになりました。ロータリーはアメリカで誕生
したものであり創始者はもちろん、Vocational　Service の思想に賛成し入会した人たちは、すべてクリスチャンであった
と考えられます。　
「職業は神から与えられたもの」すなわち天職と言うのが職業間であったでしょうから、ロータリーで職業に Vocational
　なる言葉が使われたのはごく自然な事であったと思います。
　　クラブに入会しロータリーの綱領を説かれてみても、なかなか理解できません
国際ロータリーの定款第３条、綱領第２に「実業および専門職業の道徳的水準を高めること、あらゆる有用な職業は尊重
されるべきであるという認識を　深めること、そしてロータリアン各自が職業を通じて社会に奉仕するために、その職業
を品位あらしめること」とあります。
最初これを読まれて何が我々に求められているのか、すぐに理解された方は少ないのではないでしょうか。しかし「職業
は天職である」との考えに合わせて頂き、「職業は神から与えられたもの」であるとの基本にたって改めて考えて頂ければ、
判っていただけるのではないでしょうか。神から与えられた職業を励むに当たって、そこに不道徳や不正が許される筈は
ありません。
どのような行為が職業奉仕になるのか、とお考えの向きもありましょうが、ロータリアンとして毎週例会に出席されてい
るのは、世間に対して、社会に対して貫献され、不道徳も不正も行っておられないからと考えます。つまり、お一人お一
人は意識するとしないとに拘わらず、立派に職業奉仕を日々行っておられると考えるのです。
　職業奉仕について書かれている書籍は幾つかあり、自分の職業を生かしての社会への貢献はいろいろありましょうが、
それも大切なことかも知れませんが、その前にまず優れた職業人、ロータリアンであるべきというのが、私の考えている
職業奉仕観なのです。Vocational Service　が職業奉仕と訳されたのですが、今まで話は職業つまり Vocation についてで
したが、この Service が奉仕と訳されたことにも我々は誤解を招く一つの要因になっているのではないかと思います。一
つの例として会員の間で「これは職業奉仕で頼む」と言ったとしますと、その言葉の持つ意味には、「サービスの提供」
が含まれていると考えないでしようか。英語でいう Service という言葉のもつ意味は、我々が何気なく話すサービスとは
違うのです。
　Service を辞書で引きますと「神への礼拝」という訳語を見ることができ、自分の意志で奉仕することであるのですが、
日本ではサービスというとそこには他から受ける恩恵があるように思えるのです。
　これは最近知ったことですが、ロータリーが日本に入ってきた時は、このサービスという言葉はその侭使われたようで
す。それが戦時中にサービスは敵性語と指摘され使うことが出来なくなり、奉仕と改められたようです。当時は勤労奉仕
という言葉もあり、学生時代に私どもは駆り出されました。奉仕は適訳であったと思いますが、サービスという言葉は日
本ではロータリー的に必ずしも理解されていないと感じております。　職業奉仕というと目黒 RCの会員漆崎義雄氏のお
名前が出て参ります。地区の職業奉仕委員長を 3回も勤められ、職業奉仕カウンセラーもなされ、今日でも地区の第一人
者である方です。職業奉仕についての著作も幾つかあると承知しておりますが、いま私の手元にあるのは、「ロータリー
の綱領と職業奉仕について」の小冊子です。私は何故ロータリーの職業の原語がVocation なのか、に関心を持ったと述
べました。このことについて漆崎氏はこう述べられています。

会長挨拶
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1月26日㈮

2月2日㈮

RI会長　イアン H.S. ライズリー

○現在会員　63名　　○出席者　 30名
○届欠席者    33名　     ○出席率　 52%

1月19日㈮

○開会点鐘　１8時３０分
○ロータリーソング斉唱　「四つのテスト」
○会長挨拶
○幹事報告・委員会報告・同好会報告
○ニコニコ箱報告
○ロータリー財団寄付者発表
○米山記念奨学会寄付者発表
○閉会点鐘

新年会（夜間例会）
会場  /  芦原温泉まつや千千

裏面につづく

○開会点鐘　１２時３０分
○国家斉唱
○ロータリーソング斉唱　「奉仕の理想」
○会長挨拶
○栄誉行事

○幹事報告・委員会報告・同好会報告
○ニコニコ箱報告
○情報集会発表
○ロータリー財団寄付者発表
○米山記念奨学会寄付者発表
○卓　話　　
○閉会点鐘

2月誕生日、結婚記念日の祝い



ロータリー財団　寄付者

米山記念奨学会　寄付者
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ビジター受付

火曜日

月曜日

水曜日 木曜日 金曜日

福井南RC

福井東RC

（ザ・グランユアーズフクイ）

（福井繊協ビル 8F）

勝山RC
（勝山市民活動センター）

（AOSSA 3F）
武生RC

（武生商工会館）

若狭RC
（ホテルせくみ屋）

福井フェニックスRC

丸岡RC
（ザ・グランユアーズフクイ）

（丸岡城のまちコミュニティセンター）

鯖江北RC
（鯖江神明苑 2F 日野）

敦賀RC
（福井銀行敦賀支店 2F）

大野RC
（大野商工会館）

福井北RC

福井水仙RC
（ユアーズホテルフクイ）

（福井パレスホテル）

武生府中RC
（越前たけふ農協会館 3F）

敦賀西RC
（敦賀プラザ萬象）

福井RC

三国RC
（バードグリーンホテル レジーナ）

（三国観光ホテル）

鯖江RC
（鯖江商工会館 4F）

福井西RC

（ホテル リバージュアケボノ）
福井あじさいRC

前年度累計　727,738 円

2月22日（木）福井水仙RC

1月31日（水）福井北RC　2月2日（金）福井西RC 　2月20日（火）福井南RC
2月27日（火）福井南RC

卓　話

武田幸夫　 会員

福井信用金庫  人事部部長  磯部裕司様

横山剛史　　本日卓話磯部様、よろしくお願いします。

廣瀬充　　　磯部様、本日の卓話よろしくお願いします。

古市恭也　　磯部部長、卓話よろしくお願いします。

松塚泰孝　　本年もよろしくお願い致します。

小寺邦夫　　磯部部長様、本日卓話ありがとうございます。

森陰輝夫　　福井信用金庫人事部部長磯部様、卓話よろしくお願

　　　　　　いします。

長井眞見　　明日から大寒、また寒波が来るようで心配です。

　　　　　　仏教訓より「親に会いながら親心を知らず、仏に遇い

　　　　　　ながら仏心に気付かず」

藤岡茂樹　　雪かき、疲れましたね！

梅本知恵理　磯部様、卓話よろしくお願いします。今年の目標は

　　　　　　「改革＆発信」です。

　　　　　　本年もよろしくお願い致します。

武田幸夫　　久しぶりの大雪。あっという間に解けましたが。

末永雄樹　　本日の異業種同好会よろしくお願いします。

下家茂　　　なんとなく！

松原淑裕　　来週、再来週の例会欠席します。遠い所へ行くのであ

　　　　　　まり電話しないで下さい。

齊藤稔　　　2か月以上振りの参加です。本年もよろしくお願いし

　　　　　　ます。

田中義乃　　来週の寒波が心配です。

朝田健一　　磯部様、卓話よろしくお願いします。

辻川貴宏　　てもみや4/1鯖江店ＯＰＥＮです。ありがとうござ

　　　　　　います。

磯部裕司

野原哲也

橿尾輝之

小原弘明

横山剛史、廣瀬充、森陰輝夫、松原淑裕、光山晃、田中義乃
中村栄子、野原哲也、齊藤稔、藤岡茂樹、梅本知恵理、坪川俊仁
各君

横山剛史、廣瀬充、長井眞見、森陰輝夫、藤岡茂樹、田中義乃
朝田健一　各君　　

「女性の働きやすい職場環境づくり」

平成 28年 4月の「女性活躍推進法」施行を受
け、当金庫においても女性活躍専門部会を立ち
上げました。部会の活動において、女性職員の
意見を集約し、女性活躍のための職場環境の整
備に向けた要望事項を経営陣に提言しました。
主な提言内容は、働きやすい職場環境の整備は、
男性も同じであるとし、女性活躍推進のみなら
ず、いわゆる「働き方改革」として時間管理の
徹底について改善策を講じるよう求めたものです。
その結果、残業時間の削減に繋がりましたが、タイトな時間管理となっ
たため、現在業務の見直しに着手しているところです。これにより、メ
リハリの効いた働き方を更に進め、職員のワークライフバランスやメン
タルヘルスにも留意し、職員の「働きがい、生きがい」に繋げていきた
いと考えております。
企業の収益状況は、大変厳しい状況にあります。利益を求めるあまり「売
り手よし」に走り過ぎてはいなかったか。企業存続のためには、自社の
利益のみを追い求める「売り手よし」ではなく、やはり「三方よし」に
立ち返る必要があるのではないでしょうか。また、その「売り手」の中
には経営者だけではなく、従業員も含まれていることに留意すべきだと
思います。当金庫の経営陣がよく言われる「ES（従業員満足）なくして
CS（顧客満足）なし」が企業存続の要であると思います。
本来、業務の見直しと同時に残業時間削減に取り組むべきでしたが、今
回、当金庫は強いトップメッセージにより、時間管理の徹底を先行させ
ました。その結果、業務遂行上の問題点が炙り出された気がします。改
革を行う場合、時として大鉈を振るうことも必要であると実感いたしま
した。今後、当金庫の業務改革の取組みにより、職員の「働きがい、生
きがい」に繋がる「働き方」を構築していきたいと考えております。

はラテ 語 ボカチオと う言葉から発生し、ボカチオは英語 Ca g に通じると言わ
れております。つまり神の呼び出しであり、天のお召しを意味します。職業を極めて格調
の高い天職として表現しているのです。これがロータリーでいう職業の観念です。」
ここには宗教とか信仰とかの表現はありませんが「神の呼び出し」と述べられており、私は
それをキリスト教の考えによるものと考えているのです。復習いたしますと、皆様のお仕事
は社会のニーズがあるから成り立っているのであり、そのニーズに応えて日々ご尽力され
ておられるのです。それが職業奉仕であり、自らの職業に誇りを持ち、また他の職業にも理
解を持つことが出来れば、それでよいのではないでしょうか。綱領は職業人としての戒めを
述べられたものと理解して頂ければと思います。
これは鈴木さんの考えであり正しいかどうかはわかりませんが、私の中では納得できるこ
ともあったのでご紹介させて頂きました。
以上本日の例会もよろしくお願いします。


