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本日の例会プログラム

時間 ス ケジュ ール 5

受  付

7: 30 開会宣言   妹尾佳晴 会場監督  

7: 31 点鐘

7: 32 ロ ータ リ ー

ソ ング

7: 35 四つのテス ト

唱和

        国際 ロータリー 第 ２５００ 地区  第３分区

母子の健康月間4月の月間 テーマ    平成２８年 ４月２１日 （木）  ＡＭ７：３０～８：３０

委員会スピーチ    場所   アートホテルズ旭川   15 Ｆ  シャルム

    今朝の１５Ｆ・シャルムからの旭川市内 

”只今より 

旭川モーニング 

ロータリークラブ 

第１０７８回例会を 

開催致します。”     

”高見一典会長  

点鐘をお願い致します。” 

本日の 

”四つのテスト" は 

 

木村和哉会員です。 

木村会員 

お願い致します。 
 

受付左から林事務局・今井・飯塚・坂本会員 

          

            ♫   
                 ♪ 

                   

                ♪ 奉仕の理想♪ 

高見一典会長点鐘 



時間 ス ケジュ ール 高見一典会長
7: 38 会長挨拶

7: 42 会務報告

7: 45 3分間

ス ピ ーチ

7: 48 stop 

安井裕子幹事代行 

start 

    

       ♫  
    ♪ 

木村和哉会員  

本日は特にございませんが４月２４日（日）地区協議会参加の集合時間・会場等の 

確認をさせて頂きます。 

 

     （ ５秒     3秒      2秒    ０                      ） 

 おはようございます。先週は低温で肌寒い日が続いていましたが、昨日から天候が回復 

し最高気温が＋１４℃となり、今日は先程、妹尾会場監督も言われましたように最高気温 

が１８度を超える予報です。さて、皆様もＴＶや新聞報道で十分ご存知のように、熊本地 

震が発生してからちょうど一週間が経ちました。マグニチュード７を超える大地震となり、 

今回の一連の地震により本日で４８名の尊い命が失われ、連絡が取れない行方不明の方も 

まだ多数おられます。さらに、避難生活を余儀なくされている方が１０万人を超えていま 

す。お亡くなりになられた方々や被災されました多くの皆様に衷心よりご冥福とお見舞い 

を申し上げます。大きな余震が今なお何百回も続いているようで、大変な思いで過ごされ 

ていることと察します。余震が止まり一刻も早い復旧・復興を祈念申し上げる次第です。 

第２５００地区東堂 明ガバナーから今回の熊本地震災害において義援金のお願いが届い 

ております。後程、皆様にこの義援金に関し任意ではありますが、ご意見を頂きながら対 

応したいと思いますので、ご協力のほどを宜しくお願い申し上げ挨拶とさせて頂きます。 

 

                            先月義兄ががんで亡くなりました。がんは基本的に在宅であると言うこと。すぐに介 

                            護保健の申請をアドバイスしました。まず言いたいことは、末期がんでは介護保険が 

                            使えるということです。その背景には、現在の介護保険制度では認定に時間がかかり、 

                            認定が下りるのを待っているうちに急変して亡くなるがん患者が少なくないという現 

                            状がある。この通知を受けて、末期がん患者に対しては迅速に認定を行う自治体も出 

                            始めている。「自宅で療養したいけれど、介護保険の使い方が分からない」「自分は 

                            利用できないのではないか」とあきらめていないだろうかという方が多くいます。 

                            がん末期（医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態 

                            に至ったと判断した場合に限る）で要介護認定を受ければ、40～64歳でも利用できる。 

                           ほかの臓器に転移があっても、比較的元気で通常の生活を送っている人は多い。中に 

                            は、「がんなのに、なぜ介護保険が必要なのか」と疑問に思う人もいるかもしれない。 

                            ですが、病状が悪化して介助が必要になるかもしれない。そんなとき介護保険を利用 

すれば、特殊寝台（背中や足の部分が上げ下げできるベッド）や車いすなどが自己負担1割で借りられる。また、住宅 

改修費の支給、訪問看護、身体介護、訪問入浴サービスなども利用できるので、介助が必要な状態になっても自宅で 

過ごせる可能性が高くなる。がん患者の場合、訪問看護は医療保険で受けるのが一般的だが、その場合は自己負担は 

2～3割。介護保険なら自己負担が1割なので、介護保険で訪問看護を利用する人もいるという。しかし、訪問看護を利 

用する際に問題になるのは、がん患者が利用する場合に限らず、介護保険の認定には時間がかかることです。 

厚生労働省の調べでは、介護保険の利用者が申請して要介護認定を受けるまでにかかる日数は全国平均で31.3日間（ 

2009年10月～11月申請分）である。がん末期利用者の認定には平均で約3週間かかっており、全国的にも同程度、ある 

いはそれ以上認定に時間がかかる市区町村は多いと見られる。「がんの患者さんは、急速に病状が進むことがありま 

す。それなのに、訪問調査が遅く認定に時間がかかって、要介護認定が下りる前に亡くなってしまうと、福祉機器の 

レンタル代や訪問介護サービスなどの費用が全額自己負担になるケースもあります。 

 

正しい知識を知ることが大事であるというこ・・と・・・で・・・す。 

 just time up！   



7: 50 食事と 懇談

食事と 懇談

朝食     menu 

                        左から坂本・武田・笹川会員 

                           左から福居・林・脇坂会員 

 

          左から河﨑・石川・木村会員 

 

    左から安井・今井会員 

 

                       左から飯塚・竹澤・桑原・嵯城会員 

 

職業奉仕について 

            左から飛弾野・小柳・妹尾会員・高見会長 

 

食事と懇談 

 



8: 05 第２ 回
ク ラ ブ研修

武田昭宏会員増強委員長 

職業奉仕について 

「職業奉仕」と言う概念は、ロータリー特有のものですが、それでいて、その 

真意がつかみにくい、と言うロータリアンが多いようです。職業奉仕とは「職 

業を通じて社会に奉仕すること」と、よく言われますが、社会に奉仕するなら 

ば「社会奉仕」ではないか、という疑問が湧いてきて、そのあたりから意味が 

あいまいになり、「社会奉仕」との区別もつきにくくなってくるようです。 

 ロータリーの職業奉仕は失われた奉仕部門とか、失われた奉仕部門とか、忘れ 

られた奉仕部門とか、言われていますが、どうしてこのように言われるので 

しょうか？ロータリアンなら、良く「職業奉仕は、難しくてなかなか理解できな 

い」ということをどこへ行っても聞きます。しかし、職業奉仕は、私たちが自分 

の職業を通じて社会に貢献することであります。したがって職業奉仕は、ロータ 

リーを創立した大きな理由のひとつであり、社会のために私たちの職業上の専門 

技術を活用する機会でもあります。この点からも職業奉仕が理解できなければ、私たちが、職業上の奉仕の機会を

失うことであります。結局、職業奉仕を理解していないことには、ロータリーを理解していないことにもなります。 

①、ところで職業奉仕という言葉は、日本語だと思っておりますか。 

・手続要覧の第５章の標題は、「vocational service」の日本語訳と書いて 

あります。そして手続要覧の本文には、「職業奉仕は、ロータリーの要綱において、次のような言葉によって

強調されている」として要綱の第２項がそのまま引用されております。 

・また１９８６年に採択された「職業奉仕に関する声明」の冒頭には「職業奉仕とは、あらゆる職業に携わる

中で、奉仕の理想を生かしていくことをロータリーが育成、支援する方法である」とも説明しています。 

・ところが職業奉仕という言葉は、日常的な日本語になっていないのです。ロータリアンの、私たちだけで使

われている専門用語になっているところに、「職業奉仕」という言葉自体からくる難しさもあります。これを

ロータリーは職業の倫理化運動といっている。１９４３年RI理事会も、ロータリアンが従うべき道徳的・倫理

的指針と「四つのテスト」採択したころは、ロータリーが倫理化運動であるという意味が良く理解されていま

した。したがってロータリーは、原則としてロータリアン個人の職業活動のことを「ロータリアンの職業奉

仕」というのです。２００２年１１月のRI理事会は、職業奉仕は各ロータリアンの高い倫理基準に始まるもの

であることを再認識したうえ、決議（決議１０４号）をしています。」 

・それで、ロータリアンの倫理行動の特徴は、どんなことか 

             ① 誠実であること 

             ② 高潔であること 

             ③ 尊厳があること             言われています。 

企業は、儲けなくては存続できない。ロータリーは「企業の根底に奉仕の理想を置く」と、言っています。ロータ

リーは企業における儲けを否定しているのではありません。例を挙げると、ある商人が１００円で仕入れたものを、

それを１０万で販売したとすれば、その商人はぼろ儲け、そして商人は大変幸せになります。買わされたお客さん

は、限りなく不幸になります。ロータリーは、この種の儲けを儲けと言わない。これは暴利と言うわけです。ロー

タリアンは、企業経営者としての適性・合理的な値段で賞品を買って幸せ、お客も適正な値段で商品を製造販売し

て幸せになる。その調和点がどこかにあるはずです。この調和を求めていくのがロータリーの職業奉仕だと考える

のです。そこでロータリーの職業奉仕のこころは、『天職である自分の仕事にロータリーの誠をつくすこと』です。

日本では、「職業奉仕」を、「奉仕」を略して、単に『私たちの職業とは、何か、どうあるべきか』と置き換えて

考える方が理解しやすいはずです。職業奉仕の底に流れるこの思想こそ、ロータリーのアイデンティーと言うべき

ものであります（自分がどのような独自性を持った思想こそ、ほかならぬ自分であるという確信）従って、このこ

とを忘れては、他の奉仕団体との本質的な違いはなくなり、ひいては、ロータリーの存在意義すら失うこととなり

ます。 

②、まず、「職業奉仕」（vocational service）という言葉は、日本の国語辞典を見ても、どこにも出ていません。

職業案内、職業教育、職業指導、職業補導という言葉は、私たちが日常的に使っている日本語ですが、「職業奉

仕」という言葉は、日本の国語辞典に出ていない「ロータリーの専門用語」であります。手続き要覧だけにでてい

る言葉であります。 

③、それでは、ロータリーの職業委とは、何でしょうか。私たちの「職業」は、神から与えられた天職といえるの

でしょうか。本来、宗教的色彩の濃い用語のようです。私たち日本人がこのVocaTionの持つ二アンスを感じ取るた

めには、「天職」という日本語が最もふさわしいかと思います。そこでロータリーのス職業奉仕においては天職、

使命、でもなく例会出席義務です。ロータリーの例会は、いわば、異業種交流の場であり、例会に出席することに

よって、価値観や発想の違いがあることもわかり、このことがお互い人間として幅を広げ、豊かな心もはぐくみま

す。 

・ロータリークラブが企業及び職業人であるロータリアンの組織である限り、会員個人の事業の発展と安定、

利益の向を図ることが、ロータリアンの私たちも職業人であるから、日々の仕事に精魂こめて一生懸命になる

ことは大切でそれによってロータリアンは、「心を高める修行」をし、それが「職業倫理を高揚する」ことに

なります。一つのことに打ち込んでいる人、自分の仕事に一生懸命に働き続ける人は日々の仕事を通じて「心

を高めるための修行」に努めており、厚みのある人格を形成しているのです。仕事を心から好きになり、一生

懸命、魂をこめて働く、そこにロータリーの人作りの役割がある。ラテン語に「仕事の完成よりも、仕事をす

る人の完成」がロータリアンの職業奉仕と言われています。そこで、ロータリーの職業奉仕のこころは「天職 



8: 20 ニコ ニコ

ボッ ク ス

8: 24 出席報告

総員 26名
出席 20名

76.92%
総員 26名
出席 25名

96.15%
89.55%

8: 26

8: 30 点鐘

本日の出席

修正出席

実績平均出席率（４月７日現）35回

  出席率
4月7日

  第1076回例会

  出席率
4月21日

  第1078回例会

   ♪ 

       ♫  
            ♪ 

                   

平成28年4月21日現在累計金額     ２９３,０００円  

高見一典会長 終礼点鐘    安井裕子幹事代行 

 

メークアップ（敬称略） 

  ４月２０日 大久保昌宜（旭川北RC） 

 

 

旭川モーニングRC 

   例会出席簿 

桑原義彦例会運営委員長 

本日のニコニコボックス。 

石川千賀男会員：先週休んで北陸旅行に行ってきました。輪島、金沢、福井でしたが、輪島 

                塗の八井さんが（我がモーニングクラブに来ていた方ですが）偶然その店 

                があって買い物をしてきました。 

                ロータリーの友情を感じました。 

  

 

坂本信一親睦委員 

特別スピーチ 

 

例会スナップ 

 

である自分の仕事に誠心誠意を持って良心的な仕事をする」と言ってよろしいでしょう。不正や不道徳や世間に受

け入れられないような方法で、一獲千金の利益を夢見たり、会員間の相互利益だけ上げる手段を使うことではなく、

自分の事業の永続性のある発展、お客や取引先や下請負や従業員など、自分の周りの人達の幸福を考慮しながら、

適正な方法で経済的な利潤を確保することによって、はじめて得られるものであります。 

今井孔太会員 

 

坂本信一会員 

 

故・酒井秀雄会員・資料から 



高見一典会長 終礼点鐘    安井裕子幹事代行 

 
 

 

地区研修・協議会 参加 
    （ホスト：北見ロータリークラブ） 

平成２８年４月２４日（日） 
 

ロータリーソング斉唱 
 

武田昭宏地区会員増強委員長 
 

河﨑高麗男リソースとサポート委員会委員長紹介 
 

地区研修・協議会・ロータリソング斉唱 

 

地区研修・協議会開会式 

 

PETS会場 
 

武田昭宏地区会員増強委員長発表 
 

2016～2017 年度  国際ロータリー第2500地区第3分区  

武田昭宏地区会員増強委員長 

 



広報委員会 ：佐々木 靖文（長）  脇坂 慎一   笹川  和廣

桑原義彦会員：北海道新聞（朝刊）平成２８年４月２６日付 掲載されました。 

Topics 
地区研修・協議会会場前にて記念撮影 ・ 北見市 ・平成２８年４月２４日（日） 
                                                 地区研修・協議会 写真提供・笹川・飯塚・小川会員 

 

武田昭宏地区会員増強委員長 
  


