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「ロータリークラブにおける職業奉仕について」 

 

職業奉仕委員長 坂田 均 
 

 ロータリークラブには職業奉仕という理念があり

ます。社会人として職業で奉仕するのは当然のこと

なのに、それをあえて職業奉仕と唱えるのは何故か。

なかなか理解しにくい考え方です。これはヒヨッと

して、キリスト教の教えと関係するのではないか。

ということで調べてみました。 

 マックス・ウェーバーによると、英米のピューリ

タニズムには、「天職（独Ｂｅｒｕｆ, 英Ｃａｌｌｉｎｇ）」とい

う概念があります。「神によって選ばれた人たちが、

神によって与えられた使命を果たすことで、神は喜

び、この人たちを良きことへと定める」といわれて

います。この天職の考えこそが近代資本主義を支え

た精神といわれるものです。すなわち、どういうこ

とかというと、人々は「世俗的な日常労働における

義務の遂行」を行うことで、自分が「選ばれた人間

であること」を確認するというのです。 

 この天職と職業奉仕は同じことを言っているので

はないでしょうか。この仮説が正しいのなら、「職業

奉仕」における奉仕の対象は、「社会」や「人々」で

はなく、「神」ということになります。職業上の使命

を果たすことにより、神はその自分への奉仕を喜ぶ。

そして神はその者をより良きことへと導く。だから

職業奉仕をして、神に選ばれた者として良い人生を

歩もうということではないでしょうか。 

 わが国においても、まじめに働くに者には仏様の

ご慈悲があると信じられています。このように絶対

的な存在との関係でこの理念を理解すると、職業奉

仕も身近なものとして受け入れやすいものとなるの

ではないでしょうか。 
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国際ロータリー会長 
田中 作次 
 
第２６５０地区ガバナー 
河本 英典 
 
第２６５０地区 
米山奨学委員会 
委員長 岩橋 忠昭 
財団資金推進委員会 
副委員長 本田 修造 
インターアクト委員会 
委員 福留 幸一 

理事・役員（２０１２～２０１３） 
会 長(理事) 松井 信五 
会長ｴﾚｸﾄ・ 
副 会 長(理事) 杉崎 則夫 
直前会長(理事) 川中 丈嗣 
幹 事(役員) 小森 直之 
クラブ管理(理事) 柴田 義典 
奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ(理事) 中村 弘吉 
新 世 代(理事) 福留 幸一 
職業奉仕(理事) 坂田 均 
国際奉仕(理事) 平野 俊雄 
広 報(理事) 川勝 裕之 
会員増強(理事) 木村 安輝 

 

 
ロータリー財団(理事) 横尾 浩志 
無 任 所(理事) 渡辺 剛士 
４５周 年(理事) 井上 勝 
会 計(役員) 小坂 文夫 
Ｓ .Ａ .Ａ .(役員) 中塚 浩 
副 幹 事 村田 好謙 
副 幹 事 竹之内米貴 
副 幹 事 吉田 武雄 
副Ｓ.Ａ.Ａ. 中島 陽子 
副Ｓ.Ａ.Ａ.  岡武 和暁 
副Ｓ.Ａ.Ａ.  薮下 清三 
副 会 計 井川 正隆 

 

前回例会報告 
会員数７８（３１）名 

出席者５７（１９）名 

出席率８６．３６％ 

( )は出席率除外会員 

ビジター１名 

ゲスト４名 

第２１６４回 

メーキャップ後の 

出席率１００％ 

次週の例会 １０月９日（火）於：東館４Ｆ「葵殿」 
米山ランチ／職業奉仕フォーラム 
「私の職業」 会員 井上 勝君
 担当 職業奉仕委員長 坂田 均君 

次週の会合 

前期 会長会 例会終了後 「千草の間２」 

第１回ＩＡＣ設立委員会 １８：３０～「晴鴨樓」 

京都東山ＲＡＣ－ロータリアン卓話－井川正隆会員 

 １９：３０～「京都ﾀﾜｰﾎﾃﾙ」 

－職業奉仕月間・米山月間－ 

本日の例会 クラブ・デー 

開会点鐘 〔１２：３０〕 

君が代斉唱 

ロータリーソング♪奉仕の理想 

会長挨拶 

来客紹介 

幹事報告 

新会員入会式 

今月のお祝い 

閉会点鐘 〔１３：３０〕 

本日の会合 

第４回定例理事・役員会 例会終了後 「千草の間２」 

情報集会第１組 中村翠嵐リーダー １８：３０～「晴鴨樓」 



 

 

新会員紹介 

井上 正博（いのうえ まさひろ）会員 

昭和４３(１９６８)年 ９月２７日生 

勤務先：〒６０６－８４１１ 

京都市左京区浄土寺東田町 

７８‐１ 

株式会社 銀花園 専務取締役 

TEL：761-4187・FAX：761-4189 

自 宅：〒606-8411 京都市左京区浄土寺東田町 72 

TEL：761-4188・FAX：761-4180 

職業分類：生花販売 推薦者：横田治男君・安倍秀風君 

村岡 正浩（むらおか まさひろ）会員 

昭和４３（１９６８）年１月１９日 

勤務先：〒605-0907 

京都市東山区問屋町通り五条下ル 

三丁目西橘町 467 

合資会社 晴鴨樓  代表社員 

TEL：561-0771・FAX：541-5481 

自 宅：〒605-0971京都市東山区 

今熊野椥ノ森町 22-16  TEL：532-5032 

職業分類：旅館 推薦者：谷川博造君・小坂文夫君 

中村 （なかむら よしはる）会員 

昭和４３（１９６８）年５月２１日 

勤務先：〒602-8376 

京都市上京区一条通御前西入 

大東町 88 

中村製餡所  社長 

TEL：461-4481・FAX：467-8717 

自 宅：〒603-8334 

京都市北区大将軍西鷹司町 55 TEL・FAX：467-8717 

職業分類：和菓子材料製造 

推薦者：城山健太郎君・今村晋平君 

今月のお祝い  

❁１００％出席会員表彰 

連続２６年間：今井君、川中君 

連続１６年間：小坂君  ／  連続１５年間：名筋君 

連続１３年間：本田君 

❁誕生日 

城山君  ３日  戸田君  ３日  小原君  ６日 

佐貫君 １１日  西出君 １３日  平野君 １３日 

井上（武）君 ２４日 

❁夫人誕生日 

安澤君夫人  多鶴子さん  ４日 

小林君夫人  和子さん  ６日 

西尾君夫人  恵子さん １２日 

戸田君夫人  和さん １４日 

❁結婚記念日 

横尾君 １日 吉田（武）君 ２日 渡辺君 ６日 

竹之内君８日 木村（茂）君１０日  

岩本君１１日 谷川君   １２日 清水君１７日 

中村（弘）君２１日  本田君  ２３日 

幹 事 報 告  
■新会員入会式  本日、新会員として井上正博君、

を期待します。 

〈会員数：８１名、職業分類数：172、内 充填 69、未充填 103〉 

■米山記念奨学会「豆辞典」  米山月間にあたり、

奨学事業を纏めた小冊子をお配りしています。 

ご活用ください。 

■第２期会費振込用紙配布  次週 １０/９（火）の例

会前に納入受付を設けます。 

■ご報告 

「ガバナー補佐推薦」「ロータリー希望の風奨学金」 

先週、例会中に会員採決を行い、両事項共に会員各

位のご賛同をいただきました。ありがとうございました。 

10/3

9 

京 都 京都Ｈｵー ｸﾗ 「日本に住んで驚いたこと」 米山奨学生 郭 静さん 
水 西 北 ら ん ざ ん 「ふろしきの文化」 元佛教大学長 福原隆善氏 
 北 東 ｸ゙ﾗﾝﾄ゙ﾌ゚ﾘﾝｽH 「今の私まで」 米山奨学生 王天荷さん 
 嵯 峨 野 全日空 H 「朝鮮民画（民族生活画）の紹介と自分の制作」 米山奨学生 姜 智仙さん 
 朱 雀 ﾘー ｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「ダンドリーナの段取り」 オフィス・ダンドリーナ 小澤泰子さん 
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南 ﾘー ｶ゙ﾛｲﾔﾙH※ -新会員ｽﾋﾟｰﾁ- 「私の履歴書」谷本将崇氏、 「デンタルインプラントについて」山上哲贒氏、 「日中国交正常化４０周年を迎えて」北川義洋氏 
木 北 ﾌﾞﾗｲﾄﾝ H 「日本画の世界」 日本画家 秋野亜衣さん 
 洛 北 京都Ｈｵー ｸﾗ 「廃棄物からバイオマスの回収とエタノール変換技術の開発」 京都市環境政策局適正処理施設部施設整備課 山田一男氏 
 洛 東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H 「韓国の食文化と姓名」 米山奨学生 成 慧俊さん 
 桂 川 ｾﾝﾁｭﾘｰ H 「６年目を迎えて」 会員 万殿慎二氏 
 ﾓｰﾆﾝｸ ﾞ 京都Ｈｵｰｸﾗ※ 「１５周年報告会」 担当 １５周年実行委員会 
 さ く ら 全日空 H★ -第４回クラブ・フォーラム-「職業奉仕について」 職業奉仕委員長 和田有弘氏 
 西 山 H ｸ゙ﾗﾝｳ゙ｨｱ ☆ 「ガバナー公式訪問所感」 ＲＩ第２６５０地区ガバナー 河本英典氏 
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東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H 「私のＣｕｒｒｉｃｕｌｕｍ Ｖｉｔａｅ」 米山奨学生 具本媛さん 
金 伏 見 H ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ 「現在の京都サッカー事情について～次世代を担う少年サッカー～」 京都サッカースポーツ少年団連盟 前伏見支部長 京都 FC 下鳥羽代表 奥田 悟氏 
 洛 西 全日空 H 「食卓から見る台湾の文化」 米山奨学生 林 珊さん 
 紫 竹 ﾌﾞﾗｲﾄﾝ H 「今年度の地区活動方針について」 ガバナー補佐、会員 細見正博氏 ／ 第２回クラブ協議会「公式訪問のための」 
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西 ﾘー ｶﾞﾛｲﾔﾙ H －祝日休会－ 
月 

 

紫 野 ﾌﾞﾗｲﾄﾝ H －祝日休会－ 
 中 京都Ｈｵー ｸﾗ －祝日休会－ 
 平 安 ｻ゙･ﾊ゚ﾚｽｻｲﾄ゙ H 

★ 

－祝日休会－ 
10/9
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西 南 ｾﾝﾁｭﾘｰ H ふれあい例会 
火 洛 中 京都Ｈｵー ｸﾗ 「シアトルの魅力」 2012 学年度米山奨学生  スターリング,アダム・ニコラス君 
 洛 南 ﾘー ｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「花街に残る“メンター制度”について」 お茶屋 花傳 女将 武田伊久子様 

例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30 

事務局 〒605‐0052京都市東山区粟田口華頂町１ｳｪｽﾃｨﾝ都ﾎﾃﾙ京都６Ｆ Tel(075)762‐5630 Fax(075)752‐3309 E-mail：info@higashiyamarc.com 

グリーンはクラブカラー 



 

 

Ｒ Ａ Ｃ 報 告  

【９/２５（火）例会】 院内学級で行うボールペンアートを

作製しました。ロータリアンの出席者は、次の通りです。

小森幹事、山本ＲＡ委員長、岡武ＲＡ副委員長、関根Ｒ

Ａ委員。おつかれさまでした。 

同 好 会 情 報  

ﾛｰﾀﾘｰほろにが会 １０/９（火）１８：００～ ｢ﾚｽﾄﾗﾝ菊水｣ 

楽しくウォーキング・ジョギングをする会 １０/１４（日）１０：００ 

｢京都宝ヶ池運動公園 狐坂トンネル南側、坂を下った所｣ 

特別寄付・ニコニコ箱 ＜９/２５＞ 

米山記念奨学会 計 30,000円 累計 387,000円 

一助に。 吉田(良)君、福留君、上村君 

ニ コ ニ コ 箱 計 56,000円 累計 971,000円 

森川賢一様、本日スピーチありがとうございます。 

 杉崎君、木村(安)君、小山君、清水君 

 渡辺君、上村君、西尾君、吉田(武)君 

 

奉仕プロジェクト/４５周年事業クラブ・フォーラム、 

中村弘吉委員長、渡辺委員長、ごくろうさまです。 

 佐貫君、岩本君、川中君、松井君、岩橋君、郡君 

 今井君、小森君、中塚君、小山君、安倍君 

敬老自祝。 吉田(良)君 

敬老お祝いありがとうございました。 小林君 

４年連続出席１００％自祝。 坂田君 

夫人誕生日自祝。 岸君 

結婚記念日自祝。 末松君 

ロータリー情報 新入会員インフォメーション出席の

方々、ありがとうございました。 城山君 

秋の足 急ぎ走りに あせり刈 末松君 

ちょっぴりいい事が有りましたので。 植野君 

長男 幸宥志（こうし）無事生まれました。感謝感謝 

です。 長尾君 

～９月のスナップより～ 

≪京都東山ＲＣ WEEKLY BULLETIN №45‐13別紙≫ 

９／４（火） クラブ・デー 
出席１００％、お誕生日お祝い おめでとうございます☺ 

(下) ９／２５（火） 
奉仕プロジェクト・４５周年事業フォーラム 

「勝利への人間教育-ｽﾎﾟｰﾂを通して-」 
 ヤマダ電機女子陸上部監督 森川賢一氏 

９／１１（火） 
新世代クラブ・フォーラム 
ＩＡＣについて 

      ９／１８（火） 敬老のお祝い☺ 

 （左下） 
「君ならできる-パフォーマンス向上のために-」 
 龍谷大学准教授 河合美香様 

 例会後～クラブ・アッセンブリー～ 
          ＩＡＣ設立について 


