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飯田 功 会員 

 

山本 成人 会長 

 

みなさん今晩は！ 

今日は、台風一過の雲一つない青空になりました。 

気になっていた、ベランダにあった犬の毛やゴミ

なども飛んでいき、いささか、綺麗になった気が

します。これから涼しくなり、過ごしやすくなり

そうです。 

１０月に入りました。 

今月は職業奉仕月間ということで、本日のプログ

ラムで職業奉仕フォーラムを行ないます。 

フォーラムに先立って、職業奉仕月間とは、につ

いて話をさせて頂きます。 

ＲＩ理事会では、職業奉仕の理想を一人ひとりの

ロータリアンだけでなく、クラブも職業奉仕の理

想を日常実践するよう強調するために、特に職業

奉仕に焦点を絞ったプログラムを行うよう、奨励

しています。 

クラブに推奨される具体的活動には、 

① 地区レベルの行事で、ロータリーボランティ

アを表彰すること 

② ロータリー親睦活動への参加を推進すること 

③ 職業奉仕活動またはプロジェクトを提唱する

こと 

④ 空席の職業分類に会員を入会させる会員増強

活動 

があります。 

当クラブとしての活動は、先にありました通り、

職業奉仕フォーラムを実施いたします。 

時間も充分とってありますので、ぜひ、再確認も

含めて納得いくまで話し合い、語り合って欲しい

と思います。 

また、話し合ったことを、明日からの仕事に生か

してください。          以上です。 

 

吉田 朋令 幹事 

 

第３分区Ａガバナー補佐  平山 勝己 

国際ロータリー会長    田中 作次 

第２７９０地区ガバナー  得居  仁 

 

幹事 吉田 朋令 

会長 山本 成人 

 

 

会 長 挨 拶 

幹 事 報 告 



 

 新入会員歓迎会及び髙山ＰＰを祝う会 

日時：１０月１３日（土） １８：００ 

場所：かつうら・久七丸 

 幕張ロータリークラブ２５周年案内。 

日時：１０月２３日(火) １７：００点鐘 

場所：アパホテル東京ベイ幕張 

 １１月１６日分区 A ゴルフコンペ案内 

浜野ゴルフクラブ 

 

誕 生 日 祝 い 

 

 

宍倉直前会長 

結婚記念日祝い 

         

 

千田会員・大宮会員・髙山 PP・宍倉直前会長 

 

 

 

職業奉仕月間に因んで 

≪ロータリーの職業宣言について≫ 

1989年規定審議会は、次の職業宣言を採択した。 

1） 職業は奉仕の一つの機会であると考えること。 

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ること。 

3） 職業の品位を保ち、自ら選んだ職業において、

最高度の倫理基準を推進するために全力を尽く

すこと。 

4） 雇主、従業員、同僚、同業者、顧客、公衆、そ

の他事業または専門職務上関係をもつ全ての

人々に対し、公正であること。 

5） 社会に役立つすべての仕事に対し、それに伴う

名誉を認め、敬意を表すること。 

6） 自己の職業上の才能を捧げて、青少年に機会を

開き、他人の特別なニーズに応え、地域社会の

生活の質を高めること。 

7） 広告に際して、また自己の事業または専門職務

について人々に伝える際には、正直を貫くこと。 

8） 事業また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

アンに求たり、与えたりしないこと。（89-148、

ロータリー章典 8.030.2.） 

 

以上の「ロータリーの職業宣言について」普段ど

のように実践しているかをテーブルごとにディス

カッションをしてください。特に発表はいたしま

せんが、皆さんそれぞれに何かを持ち帰っていた

だきたいと思います。 

 

武田職業奉仕委員長 

 

クラブフォーラム 

９ 月 の お 祝 い 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

≪第３分区 A ロータリー情報研究会≫ 

去る９月２８日(金)ホテルニューオータニ幕張に於い

て２０１２－１３年度第３分区 A ロータリー情報研究会が、

千葉若潮 RCがホストとなり開催されました。 

第 3 分区 A ロータリー情報研究会プログラム 

14：00 ・開会          SAA 

14：00 ・点鐘 千葉若潮 RC 会長 鈴木 章浩 

     ・ロータリーソング   手に手つないで 

14：05 ・ガバナー補佐主催挨拶  第 3 分区 A ガバ

ナー補佐 平山 勝己 

14：10 ・ホストクラブ会長挨拶 千葉若潮 RC 会長 

鈴木 章浩 

14：15 ・地区委員長挨拶  

地区職業奉仕委員長  海寶 勘一 

14：25 

・テーブルごとに分かれて双方向意見交流 

・テーマ「職業奉仕に生きること、話し合い、語り合お

う」 

・テーブルマスターは、各クラブ委員長及び該当者 

１・自己紹介（所属クラブ・所属委員会・入会歴・職業分類

等） 

1・各クラブ職業奉仕委員会の活動及び実績などの紹

介 

1・職場訪問、四つのテスト、会員卓話について 

1・職業奉仕とは 

1・配布資料についてのコメント（千葉西 RC 川島教昭元

G補佐作成資料） 

1・各クラブ職業奉仕委員会の活動計紹介 

1・近隣クラブ同士での研鑽を積むとすればどのように

すればよいか 

1・例会は人生道場であるとは米山梅吉翁の言葉だが、

職業を語り合う例会とすべきことを、委員会を超越

して実感できているか 

1・綱領に書かれている、道徳心の向上と各職業の有用

性を認め合い、自己の品位を高める努力ができて

いるか 

1・心に残った職業上のロータリーライフを紹介 

1・委員会配布の挿話で感銘をうけたこと、挿話以外で

参考になることを紹介願う 

1・自己研鎮の道徳心と社会的責任を果たす倫理観の

向上は、お互いに切磋琢磨し合うこととすれば、委

員会の心構えを問う 

1・職業とは、社会生活を営むために必要な業務分担で



 

あるから、その報酬として利潤が与えられるとすれ

ば、当然のこと誇りと自信と責任が発生しますが、

尊敬される模範的な職業人を身近に感じますか 

1・ロータリー情報研究会での希望と価値を高める手法 

15：50 ・休憩 

16：00 ・テーブルごとに双方向意見発表交流 

    ・テーブルマスターによる発表 

16：50 ・ガバナー補佐総評 

17：00 ・閉会  SAA 

    ・点鐘 千葉若潮 RC 会長 鈴木 章浩 

ロータリアンは、これまで長い間、職業奉仕への取り組

みの一環として高い倫理基準の実践を推進してきまし

た。その中で生まれたのが、「四つのテスト」と「ロータ

リアンの職業宣言」の 2つであり、職場や私生活のあら

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、当時のシカゴ・ロータリー・

クラブの会員であり、1954－55 年度に国際ロータリー

会長を務めたハーバート」．テイラーにより発案されま

した。倒産寸前にあった会社を建て直す仕事を任され

たテイラーは、仕事に関連するすべての事柄において

従うべき倫理的指針として「四つのテスト」を創りまし

た。この会社が倒産を免れたのは、このシンプルな哲

学のおかげであったと人々は考えました。その後、

1934 年に国際ロータリーによって採択されて以来、

「四つのテスト」はロータリアンが倫理的行動を測る上

での重要な尺度として用いられてきました。このテスト

は、数十カ国語に翻訳され、世界中でロータリアンによ

り推進されています。 

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か 

ロータリアンの職業宣言 

「職業宣言」は、ロータリーの綱領に記されている高い

道徳的水準をさらに明確に定義する手段として、1989

年の規定審議会で採択されました。これは、すべての

ロータリアンが、「四つのテスト」とともに事業や専門

職務活動において適用できる倫理的行動の枠組みと

なるものです。 

 

 

 

飯田 会員 ・・・・・・・ 

小川 会員 千葉ジャズフェスティバルもり上が

りましょう。 

武田(孝)会員 ・・・・・・・ 

吉田(朋)幹事 １９９４年１０月１日に転職。今日

から１９年目で、健康第一で職業奉

仕を実践します。 

山本 会長 3 か月終わりました。あと９カ月  

引き続き宜しくお願いします。 

池田 会員 名誉会員の熊谷俊人さんの話しを聞

きに 11 月 8 日出席お願いします。 

初山 会員 この度は大臣表彰誠におめでとうご

ざいます。益々のご活躍おいのり致

します。 

宍倉 会員 誕生日祝ありがとうございます。今

月で６２才になりました。徐々に頭

脳の老化が進んでいるようです。 

武田康会員 週末に北海道に学会に行ってきまし

た。台風が来るので１日切りあげて

帰ってきました。 

茂手木会員 １０月７日に茂手木先生が千葉テレ

ビカラオケに出演されます。応援し

てください。 

髙山 会員 結婚記念日のお祝いありがとうござ

いました。 

鳴海 会員 ＳＡＡ３か月無事終わりました。 

引き続き頑張ります。 
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