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   会長 渡邊 藤男 

 
今年度4回目の例会です、プログラム的に普通の

例会となった気が致します 

そこで、本日は南ロータリー特別代表で有ります

清水利夫様においで頂きました 

特別代表には、この後のプログラムの中で卓話を、

頂きたいと思います 

宜しくお願い致します。 

埼玉県では現在夏の甲子園大会を目差して、県予

選が行はれております、 

野球は団体競技と言われておりますが、実は一人

ひとりの力が大切なスポーツです 

そう言われる、根底には「お互い様」の考え方が

有るのではないでしょうか 

人に迷惑を掛けてはいけないと良く言われます、 

 

 

 

 
でも本当にそうなのかと思います、 

まず、迷惑を掛けずに生きて居るのでしょうか、

そんな人はまず居ません 

人に迷惑を掛けていないと言う人が良く居ます

が、本当にそうでしょうか、 

その人は自分が迷惑を掛けている自覚が、無いの

ではないかと思いますので 

絶対に反省が有りません、そして人に迷惑を掛け

ないと言うのは、人との垣根を作って 

いると言う事だと思います、借りを作ってはいけ

ないという、心理も働き他人と 

線引きをしているのでは無いかと思います、すな

わち損得で生きているのかと考えます 

大事な事は迷惑を掛けないと、言う事では有りま

せん、生きている限り人様になんらかの、お手数

を掛けて生きています、「お互い様」の考えの基

に、自分自身に出来る事を 

精一杯する事が大切だと思います。 
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   幹事 石井 一則 

 
１． 地区より 

 ＊8月のレート 1ドル＝80円 

 ＊第 1 回社会奉仕部門セミナー開催のご

 案内 

 ＊秩父音頭まつり参加のご案内 

 ＊ロータリークラブ・セントラルについて

 のご案内 

２．熊環連より 

 ＊第15回荒川の恵みと熊谷を考える集い

 開催について 

３・羽生・熊谷籠原RCより 

 ＊年度計画書 

      以上が届いております。 

 

 

 

 

親睦活動委員長 清水保人 

 
 ８月８日 納涼例会への出席を勧誘 

  

 

 

 

 

 

7月21日（土） 「 新世代部門セミナー 報告 」   

       代理出席 島﨑次弘 

 
 

7月21日（土）に紫雲閣で開催された第1回地区

新世代部門セミナーに、長谷川委員長の代理で出席

して来ました。 

セミナーはＰＭ２：００からＰＭ５：００まで行

われ、資料はなく式次第だけで、内容はガバナー・

部門委員長ほか関係地区役員の挨拶と今年度派遣予

定の交換留学生の抱負と挨拶、1 ヶ月前に帰国した

ばかり前年度留学生の帰国報告、留学生のＯＢ・Ｏ

Ｇで作るローテックスの会長の挨拶、最後に県立松

山女子高校の校長先生の卓話があり、挨拶とスピー

チがメインのセミナーでした。 

印象に残った挨拶では、青少年交換委員会の宮原

委員長が、「ＮＨＫなどメディアでも近年高校生が海

外へ留学しなくなって来たと報道しているが、実際

にロータリーの青少年支援活動においても、留学生

の応募が減ってきてしまっている。今の高校生がな

ぜ留学したくないのか、理由を聞いたアンケートに

よると、①面倒だから②自分の国が暮らしやすいか

ら③外国で暮らすには会話に不安がある、などとな

っている。日本の高校生たちがどんどん内向きにな

っているのではないかと危惧している。今世界では、

2 ヶ国語を話すバイリンガルではなく、3 ヶ国語を

話せるトリリンガル（トライリンガル）でなくては

これからはだめだという潮流になっているくらいな

のに、日本の若者が世界の若者から置き去りにされ

ることを大変心配している。」とありました。 

他の挨拶でも暗い話が多かったのですが、そんな中

でも今年度に派遣予定の留学予定者の挨拶と抱負が

ありましたが、皆意欲的で真剣に目標を持って飛び

立とうとしているのを見て救いを得たような気がし

ました。また帰国留学生とローテックス会長のスピ

ーチでは人間的に大きく成長した姿を見せてくれて、

それは単身での海外留学というダイナミックな体験

があってのことであり、私たちロータリーの青少年

支援プログラムの効果と意義を改めて感じました。 
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職業奉仕委員長 井上哲孝 

 
 次回例会 会員による職業スピーチを紹介 

 

 

 

『天職』これぞ職業奉仕の真髄 

熊谷東ロータリークラブ 

平成23年～24年 職業奉仕委員長 清水利夫様 

 
 

 ロータリーでは、職業奉仕が金看板であるといわ

れています。他方、職業奉仕の真意が判りにくいと

もいわれています。そこで私は、これを簡素に理解

しようと努めています。それは、職業奉仕の真髄は 

『自分の職業が天職であると心得ること』 

に尽きると思っています。そもそも各人の職業は、

社会的分業の結果、自分が担当することとなった仕

事であります。それは、自分がこの職業に就業する

ことが社会から認められたことであり、換言すると、

天から授かった仕事、つまり天職であると考えられ

ます。このように理解すると、職業を遂行すべき心

構えも自ら見えてきます。それは 

『天から授かった趣旨に従って職業を遂行するこ

と』 

であります。では、この『天から授かった趣旨』と

はどういうことかといえば、社会なり天が、どのよ

うな期待をもって私にこの職業を授けられたのだろ

うかと考えてみれば、すぐに思いつくことでしょう。

それは、 

『自分の職業に磨きをかけ、これを以って社会に貢

献すること』です。ロータリーの職業宣言は、この

精神を詳しく表わしたものと考えられます。 

 ただ、各人の職業は多様です。この職業宣言を具

現する具体的事例も各人によって千差万別です。加

えて、ある人が一つを具現できたならば、更に次の

目標を立てた具現に努力するでしょう。この多様性

が職業奉仕の理解を難しくしています。 

 そこで私が熊谷南ロータリークラブの皆様に期待

することは、ソング『我等の生業』を行動に移すこ

とです。ロータリークラブにはさまざまな生業の会

員が集まっている訳ですから、例会で各人の職業事

例を報告しあい、それぞれの職業で社会貢献しよう

としているのか、認識し合い、これを自分の職奉の

参考にすることが職奉の原点だと考えています。以

上。 

 

天職問答あれこれ 

『職業奉仕の真髄は天職である。』との考え方につい

ては、様々な疑問が出てきます。そこで、これらに

ついてコメントしたいと思います。 

 

１ 先祖から承継した家業であっても、天から授か 

ったことになるのですか？ 

 私の職業は先祖代々に亘り承継された家業であ

って、天から授かったものではない、 との声も

聞かれます。実は私も、この天職説に接した時に

は、私は難しい国家試験に合格して弁護士の資格

を勝ち取ったのであって、天から授かったもので

はない、と思いました。 

 しかしながら、それらの考え方は、職業に就く

に至った経過の説明に過ぎなかったのです。自分

の職業が継続できているということ自体が、社会

からその職業を授かっていることだと気付きまし

た。このことは、業界から去って行ってしまった

人を想定すると、容易に理解されることでしょう。 

 

２ 転職と天職の関係は、どうなりますか？ 

  一つの職業で一生が終わるとは限りません。   

その場合、どの職業が天職となるのでしょう

か？ 

  実は私も、高卒で都市銀行に就職しました。

その後、検事という役人を経て、現在では弁護

士を開業しています。社会も変動します。個人

の能力や資格も変わります。従って、転職した

としても、その都度の職業がその時々の天職で

あったと考えられます。 

 

３ 天職とはロータリー以前からの考え方ではあ

りませんか？ 

卓 話卓 話卓 話卓 話    



  確かに『天職』という考え方は、ロータリー

以前から有りました。ロータリーの歴史は、や

っと 100年を越えたにすぎないのですから。た

だ、ロータリーでは、ソング『我等の生業』の

ように、さまざまな生業の人が集って話し合い、

天職という考え方を再確認しあって、その実践

を図るように、相互に切磋琢磨することがロー

タリーの理想だと私は考えています。ちなみに、

職業奉仕の原語たる Vocational service のヴォ

ケーショナルには、天職という意味が含まれて

いるそうです。 

 

４ 継続が職奉という考え方は、いかがですか？ 

  日本で100年以上継続している会社の内、一

番多いのは酒造業だそうです。この酒造業は、

酒税を徴収するための国策として継続されたの

です。従って、職奉を尽くしたから継続された

という訳でもありません。 

  反面、職奉を尽くしたとしても継続できなく

なる業界もあります。斜陽産業といわれるもの

で、社会の変動によって、社会が授ける必要性

が乏しくなったと判断されるに至った業界です。

私も弁護士として、この様な会社の整理のお手

伝いをしたことが多数あります。しかしながら、

だからといってこの会社が継続中に職奉を尽く

さなかったということではありません。 

  このように、継続性と職奉とは、必ずしも直

結するものではないと考えられます。 

 

５ IT関連産業も天職となり得ますか？ 

  社会は変動しています。従って、社会が要求

する職業も変動します。新たな産業が生まれる

のは当然のことです。そこでロータリーでは、

長年継続された事業者であっても、新規事業者

であっても、平等な立場で天職について語り合

い、その実践を図ることが大切なことだと考え

られます。 

 
清水利夫 様 貴重なお話ありがとうございました。 
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熊谷東ＲＣ(熊谷南ＲＣ特別代表)・清水利夫様 

 今夜は、皆様と職業奉仕について、大いに語り合

いたいと思います。皆様の活発なる意見発表を期

待します。 

渡邊藤男会長・石井一則幹事 

 清水特別代表ようこそ南ＲＣへ。本日、卓話宜し

くお願い致します。 

島﨑次弘会員 

 清水先生本日はようこそおいで下さいました。卓

話大変楽しみです。しっかり勉強させて頂きます。

よろしくお願いします。 

山口茂会員 

 清水特別代表様、本日の卓話を楽しみにしており

ます。 

棚澤正行会員 

 清水先生、本日は卓話ありがとうございます。申

し訳ありませんがお祭りの直会でお休みさせて頂

きます。熊谷クラブ主催のクールシェアの水まき

例会にＭＵしました。うちわ祭り関係者の皆様、

大変お疲れ様でした！つうても今日はいない人多

いかな？ 

高田直樹会員 

 やっと暑くなり、熱いぞ熊谷らしくなりましたね。

清水特別代表本日の卓話宜しくお願い致します。 

佐川順一会員 

 清水特別代表、本日は卓話拝聴させて頂きます。

今年度も宜しく御指導お願い致します。 

新井正一会員 

 いつもお世話になっております。本日の卓話、清

水特別代表には大変お世話になります。宜しくお

願い致します。 

清水保人会員 

 皆さんこんばんは。清水特別代表本日は勉強させ

て頂きます。８月８日のアミュゼにて行われる納

涼例会楽しみにしていて下さい。おいしい食事で

盛り上がりましょう！！ 

小沢高広会員 

 清水特別代表、初めてお会いします。新入会員の



小沢高広です。今後ともよろしくお願いします。 

[奥様誕生] 

山口茂会員 

 本日は、私の家内に、大変きれいなお花を頂き、

ありがとうございます。誕生日が２７日なのでま

だ届いてませんが、楽しみにしております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

熊谷南熊谷南熊谷南熊谷南ロータリークラブロータリークラブロータリークラブロータリークラブ    

会報・広報（IT）委員会 塚越尚之・長谷川信 

 

TEL  048-522-6143 FAX  048-522-6153 

E-mail: ksr@kumagaya-south-rc.com 

http://kumagayahttp://kumagayahttp://kumagayahttp://kumagaya----southsouthsouthsouth----rc.com/rc.com/rc.com/rc.com/    


