
 

 

 

2 月 4 日の卓話  1 月 21 の出席率  2 月 18 日の卓話  

 会員在籍者数 39 名 

 会員出席者数 28 名 

 会員欠席者数 11 名 

 本日の出席率 71.79％ 

  

「イニシエーションスピーチ」 

 

当クラブ会員 伊藤宏之様 

当クラブ会員 橋 豊和様 

 

「今年度第 2回クラブ協議会」 

 

 「ガバナー公式訪問」 

国際ロータリー第 2580 地区 

ガバナー 若林英博様 

2022 年 2 月 4 日［第 82 回］ 

≪2021-2022 年度 例会 第 81 回例会報≫ 

2022 年 1 月 21 日（金）東武ホテルレバント東京「吉野の間」 

司会：本島厚会員 

■点鐘：東京臨海西ＲＣ    西野充英会長 

 

■ソングリーダー：菅秀平会員 

■ロータリーソング「奉仕の理想」斉唱 
 

 

■「四つのテスト」唱和 

■「ロータリーの目的」東京臨海西 RC Ver.唱和：

大星太郎副会長 

 

■来賓紹介：西野充英会長 

●東京臨海西ロータリークラブ  特別代表 

東京臨海ロータリークラブ   斉藤 実様 

●東京臨海西ロータリークラブ  発起人代表  

東京臨海ロータリークラブ   鈴木孝行様 

 

■お礼とクラブ基金贈呈 

当クラブ発起人代表 鈴木孝行様 



 
 

 

■卓話者紹介：西野充英会長 

 本日はいらっしゃいませんでした 

 

■ビジター紹介：坂東裕樹会員 

●熊倉貴志様（菅会員ゲスト） 

●佐野 育様（北林会員ゲスト） 

●比留間考司様（東京武蔵村山 RC） 

 

■会長報告・スピーチ：西野充英会長 

●江戸川区長斉藤猛様よりお礼状 

 

■幹事報告：三橋晶幹事  

●まん延防止等重点措置に伴い時短例会と致しま

す 

●２月４日（金）若林英博ガバナー公式訪問となり

ます。１１時集合となります。 

 11：00～クラブ協議会 12：30～例会となります。

受付にある出席表または事務局からのメールで

出欠をお願いします。 

●３月３日（木）地区大会です。ホテルニューオー

タニとなります。 

 11：30～ほり川（ザ・メイン）2階で移動例会 12：

30～ホテルニューオータニ（ザ・メイン）16 階「芙

蓉の間」となります。受付にある出席表または事

務局からのメールで出欠をお願いします。 

 ※どちらも現在の所開催となっておりますが、延

期・中止の際は速やかにご連絡致します。 

●１月度定例理事役員会議事録をメール配信して

います 後方掲示板もご確認ください。 

●今年度下期会費の請求書を送付しました 

●本日、例会終了後理事役員会を行いますので、理

事役員の方３階「藤菊の間」にお集まりください                        

 

（三橋晶幹事）    （司会：本島厚会員） 

 

■委員会報告 

●清水孝弘会員より 

ロータリー財団地区補助金申請について 

「江戸川区児童相談所と里親支援プロジェクト」

を立ち上げ地区補助金申請を行いました。 

■出席状況報告：岸哲也聡会員 

⇒詳細 1頁バナー下の出席状況報告欄にて 
 

■ニコニコ BOX報告：石田清貴会員 

(ご意向)本日はメークアップに伺いました。よろし

くお願い致します：比留間考司様 

（東京武蔵村山 RC） 

(ご意向)「職業奉仕とは」継岩委員長よろしくお願

いします。新入会員の松原由和さん入会お

めでとう御座います：斉藤実様 

(東京臨海 RC・当クラブ特別代表) 

(ご意向)継岩さん、職業奉仕フォーラムよろしくお

願いします！松原さん、入会おめでとうご

ざいます！：当クラブ三役 

(ご意向)職業奉仕フォーラム宜しくお願いします：

栗山会員 

(ご意向)本日例会よろしくお願いいたします： 

岸哲也会員 

(ご意向)職業奉仕フォーラムよろしくお願いしま

す：石田会員 

(ご意向)いつも有難うございます：本島会員 

(ご意向)鈴木総代還暦おめでとうございます。年次

総会欠席申し訳ございません。よろしくお

願いします：橋会員 

(ご意向)雪に弱い雪丸です。本年もよろしくお願い

いたします：雪丸会員  

飯塚正裕会員、平井会員、佐藤会員、菅会員 

二瓶会員、大西会員、髙橋会員、北林会員 

島崎会員、岩崎会員、坂東会員、継岩会員 

米井会員、岡田会員、清水会員、武井会員 

木津会員 

 

【28 件 70,000 円  今年度累計 1,525,000 円】 
 

  出席状況報告       ニコニコ BOX報告 

    岸哲也会員          佐藤太基会員 

 

■入会式 

松原由和会員 

カウンセラー：島崎久志会員。 

スポンサー：西野充英会員、大星太郎会員 



 
 

 

■点鐘：西野充英会長 

 

■来月の当番  

 ビジター受付 ：福本会員、北林会員 

 例会司会   ：本島会員、菅会員 

 ニコニコ   ：石田会員、橋会員 

 ソングリーダー：金森会員 

 

■職業奉仕フォーラム 

職業奉仕委員会 継岩委員長 

［継岩委員長］それでは、これより東京臨海西ロ

ータリークラブの職業奉仕フォーラムを開催させ

ていただきます。皆さん、こんにちは。職業奉仕

委員長の継岩です。今回の職業奉仕フォーラム

は、当初は、先ほど西野会長がおっしゃったよう

に、まさにフォーラムという言葉通りの、出席者

全員で討論して行うという方式をやらせていただ

こうと思ったのでしたが、コロナのオミクロン株

が急速にまん延して、今日からまん延防止等重点

措置が発令されましたので、まず最初に、私から

職業奉仕への思いというお話を少しさせていただ

きまして、次に今回やりたかったフォーラムとい

う形式を、皆さん各会員が必ず加入されているカ

ウンセラーグループがあると思うんですが、そち

らで職業奉仕に対する思いとか、こうしたらいい

んじゃないかとかという討論を議題としてやって

いただきたいと思います。 

 カウンセラーグループの中で一番順調にそうい

うことが進んでいます、北林グループの代表の北

林さんから、職業奉仕のどういうふうな話をされ

ているかということを、ちょっとお話をお聞きし

たいと思います。 

 最後に、前回も申し上げたんですけれども、東

京臨海西ロータリークラブアプリというものがご

ざいます。こちらに各会員の職業等を掲載してい

ただくことによってそれが職業奉仕につながると

申し伝えましたが、残念ながら、まだ全員登録さ

れていないような状況でして。中には、登録の仕

方が分からないという会員さんのお声もありまし

たので、アプリの作成者であります清水会員の方

から、こちらに登壇していただき操作方法等を説

明させていただけたらと思っております。以上、

このような流れとなりますが、よろしくお願いし

ます。 

 

●職業奉仕とは 

［継岩委員長］それでは、私のあいさつから始め

ていただきます。まず、皆さん、ロータリーの五

大奉仕についてはご存じだと思います。今日入会

された2名の方はまだちょっとぴんとこないかと思

うんですが、これがロータリーの根幹を成すもの

であります。 

 クラブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕、

青少年奉仕。この奉仕活動を分かりやすく捉える

には、何々に対してという言葉を入れると理解し

やすいかなと思います。クラブに対して奉仕す

る、社会に対して奉仕する、国際社会に対して奉

仕する、青少年に対して奉仕するとなるんですけ

れども、職業奉仕だけは、職業に対して奉仕する

となってしまい、意味が通じなくなってしまいま

す。ですので、これは職業を通じて奉仕すると考

えれば分かりやすいかなと私は思っております。 

 この職業奉仕という概念は、他の奉仕団体の理

念にはない、ロータリーのみの根幹理念になりま

す。この職業奉仕の理念があるからこそ、現在は

拡大解釈されましたが、一人一業種制度の職業分

類があると思います。 

 

●職業奉仕の具体的な理念 

［継岩委員長］では、具体的に職業奉仕の理念と

なりますが。こちら、ロータリーの目的の第2「職



 
 

 

業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はすべて

価値あるものと認識し、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」。そして「職業奉仕は、すべてのロータリア

ンが倫理と高潔さをもって仕事にあたり、職業の

知識やスキルを社会のニーズ解決のために進んで

役立てること」と明記されております。素晴らし

い理念だと思います。 

 ですが、これは対外的な外向きの理念だなと私

は思っております。そして、職業奉仕の理念は内

向きと外向きとの理念がぶつかってまして難しい

なと思います。先ほど申し上げた、職業を通じて

奉仕するには、このような外向き以外の奉仕の他

にもっと分かりやすい職業奉仕があり、それを実

践していただけたらなと思います。具体的には、

当クラブは若い会員が多数在籍しております。こ

れからもっともっと会社を成長させて、たくさん

もうけていただき、その利益を財源として奉仕活

動することも、これも立派な職業奉仕ではないか

と私は思っております。 

 今回グループ討論ができなかったので、定期的

に開催されているカウンセラーミーティングでこ

のような話をしていただけたらと思います。具体

的には、お互いの職業を説明し、具体的な業務内

容をカウンセラーグループ内のメンバーで共有し

ていただき、その中で、こんなお客さまを紹介し

てほしい、こんな仕事が得意です等々できると思

います。 

 ただし、仕事を紹介してただもうけるだけでは

他の異業種交流会と同じです。紹介していただい

て、得た利益を奉仕活動に使うんだという理念を

持ち合わせてこそロータリアンだと思います。後

ほど、カウンセラーグループで一番積極的に会を

重ねている北林さん、この後お願いします。 

 これ以外にも、例えば他の会では得られない情

報も多いです。発信して共有することにより会員

にメリットが生まれることなんかも職業奉仕だと

思います。過去の例で具体的な話としまして、

2019年の9月ぐらいに台風19号が来ました。江戸川

区の河川が氾濫するんじゃないかと皆さん大騒ぎ

になったんですけども、そのときに、まだ他の区

民には行き渡っていない情報を素早く福本会員の

方から常々発信していただき、大丈夫だって安堵

したことがあります。 

 他に、私ごとではありますけど、私もちょっと

銀行をいろいろと増やしたいなと、お付き合い先

を増やしたいなってときに、栗山パスト会長の方

から銀行さんにお声掛けをいただいて、そのおか

げで今業績も何とか順調に発展しております。こ

れも職業奉仕だと私は思っております。 

 このように自分の業種は他の職種とはマッチし

ないとかと思わずに、考えてミーティングのとき

に話し合っていただけたらなと思っております。 

 

●アプリは職業奉仕の一助となる 

［継岩委員長］次に、前回の例会でもお話しさせ

ていただいたアプリの件ですが、これも皆さんの

企業情報を掲載することにより、こんな仕事があ

るんだけど、ロータリーのメンバーの中でできる

人がいないかなという場合も情報検索のツールに

なると思いますので、まだ登録をされていない方

はめんどくさがらず登録をお願いします。ちなみ

に、登録されない方は、私がしつこく個別にお聞

きしなきゃいけないので、何とか皆さん登録の方

お願いいたします。 

 

●職業奉仕によってロータリアンとしての 

喜びを得る 

［継岩委員長］最後に、皆さん安くない会費もお

支払いして、お忙しい中、例会に出席されていま

す。ただ例会出てご飯食べて卓話を聞くだけでは

時間の無駄ですし、そのうちにロータリーに入っ

ていることに疑問を感じるようになるってことも

あるかと思います。ですので、お互いの職業を知

り、運営と外部の仕事を紹介し合い、そしてそこ

で得た利益を各種の奉仕活動に充てていただくこ

とによって、ロータリアンとしての喜びを得てい

ただけたらと思っております。 

 職業奉仕の考え方は難しくて、各人でいろいろ

な考え方があるかと思います。私の考える内容を

話させていただきました。違和感を感じる方もい

らっしゃると思いますが、それは皆さんにどんど



 
 

 

んお話をして、皆さんで職業奉仕というものを学

んでいけたらいいなと思っております。以上、ご

清聴ありがとうございました。 

 

●北林カウンセラーグループでの取り組み 

［継岩委員長］引き続きまして、先ほど申し上げ

た北林カウンセラーグループの北林さん、職業奉

仕についてどのような議題とか話をされてるか、

ちょっと話をお願いいたします。 

［北林貴臣会員］こんにちは。積極的にはやって

ないです。「月に1回やれ」って言われたので、僕

は一生懸命やってるだけなんで。他のチームは月

に1回やってくれないから、僕だけ一生懸命やって

いるっていうようにはなっているんですけど、そ

うじゃない。ただ、みんなで集まって話すからに

はちゃんと、どういう仕事をやっているのかって

いうような話を聞いた方がいいかなと思って。 

 僕はBNIっていうところで活動していまして。

BNIっていうのは、各職業の人たちがいて、例えば

旅行代理店っていう人がいたとしても、例えば僕

と彼女が旅行に行くのにお願いしてもいいの？と

いう疑問があるじゃないですか。で、ほんとにう

れしいのって何みたいなのがあって、ゴールデン

リファーラルっていうんですけど、そういうのを

ロータリーもちゃんとやった方がいいかなと思っ

て、カウンセラー委員会で「本当にうれしい仕事

って何」っていうのをみんなに聞いて回ったって

いう会議をやりました。 

 そういうことによって、例えば僕のとこも、ア

メリカのITなんですけど、ホームページ作ってく

れっていう依頼があったんですけども、ホームペ

ージ作れないと。でも、やっぱITなので、みんな

ホームページ作れるよねってなっちゃうんですけ

ど、実は僕は管理系システムなんで、顧客管理と

かそういう方が得意なんです。そういうのってよ

く聞かないと分からないっていうとこがあって、

僕らはちょっと聞いてみんなでシェアしたってい

うのをやりました。それだけです。 

［継岩委員長］ありがとうございます、すいませ

ん。北林さん、ありがとうございました。お互い

の職業をもっと深く探求していただけたらと思い

ます。 

 

●東京臨海西ロータリークラブアプリ 

操作方法の説明 

［継岩委員長］では、続きまして、アプリの方の

制作者の清水さんの方から、簡単な操作方法の説

明をお願いしたいと思います。まだ登録されてな

い方もいらっしゃると思いますので、スマホをお

手に持って一緒にやっていただけたらと思いま

す。よろしくお願いします。 

［清水孝弘会員］それでは改めまして、清水と申

します。アプリの使い方ですね。登録されてる方

もちょっとアプリを開いていただきたいのです

が、実は当初から、各種コマンドじゃないですけ

れどもやれることがありまして。トップ画面のロ

ータリーの歯車のマークがありますけれども、こ

れをタップしていただくとQRコードが出てきま

す。こちらに新入会員さんがカメラやっていただ

きますと。 

これをするとWebページですね。これは最近はや

っている、知っている方は知っていると思うんで

すけど、ノーコードという簡単にアプリが作れる

という仕組みを使っておりまして、携帯で使える

ようなアプリになっております。 



 
 

 

［継岩委員長］じゃあ次、登録されてない方はこ

れを読む、QRコード。 

［清水孝弘会員］そうですね、今読んでいただい

たのを。そうしますと、ショートカットを作って

くださいみたいな英語での文章が出てきますが、

それは飛ばしていただいて、トップ画面の方で会

員登録画面が出ると思います。なので、そちらの

会員登録画面に入力していただくのは、現在使用

されているメールアドレスと、お好きなパスワー

ドを入力していただいて登録していただくと、実

はそのまま使えるようになっております。 

 実際に使っていただく際には、まだそれはただ

ユーザー名、メールとパスワード登録しただけで

すので、あとは。違いますね、ユーザー名とかも

登録すると思うんですけども、あとは、詳しい情

報としては、右上のユーザーのアカウントという

のが出てくるんですけれども、そこをタップして

いただきますと、あとさらに詳しい職業について

だったりとか、社員数とかそういった会社のホー

ムページのURLとか入力できるような画面に行きま

して、使っていただくことができるというふうに

なっております。 

 こちらのアプリなんですが、当初は飯塚パスト

会長がコロナの中でも例会をしたいということ

で、例会の確認とニコニコの登録をしていくとい

うことを主に考えてたんですけれども。会員同士

の交流、情報の確認をしたりもできるんじゃない

かということで、三つ目にそれをトップページに

メンバーというのがありまして、今タップしてい

ただきますとご登録していただいてる画面が出て

くるんですけれども、写真がなかったりとか情報

がちょっと歯抜けになってることがあって少し寂

しいので、この辺の情報をもう少し増やしていっ

て交流していただきたいのと。 

 あと、名前のところにぜひ平仮名を入れていて

いただきたいと。ニコニコ発表するときに平仮名

が出てくるようになっておりまして、漢字の名前

が分からないと、ちょっと読みにくいとかってい

う方でも、平仮名で読めることができるので、間

違いがないということになると思っています。簡

単ではございますが、アプリの使い方でございま

した。この後、今後皆さんのご要望があれば結構

簡単なアプリで、私全然IT屋さんではないんです

けど作れるようなものなので、改善をしていきま

すのでぜひぜひお声掛けください。以上です。 

［継岩委員長］清水会員、ありがとうございまし

た。これでもまだ分からないというようでした

ら、個別に清水会員の方にご質問いただけたらと

思います。それでは、短縮ということで手短には

なってしまいましたが、これにて今年度の職業奉

仕フォーラムを終了させていただきます。皆さ

ん、ありがとうございました。 

 

●栗山パスト会長からの講評 

［西野充英会長］ちょっと時間があるので。むち

ゃぶりなんですけど栗山パスト会長、今回の職業

奉仕フォーラムはちょっと趣向を変えましたが一

言ご感想をいただけないでしょうか。 

［栗山義広パスト会長］改めまして、皆さん、こ

んにちは。ここに上がるのが久しぶりなのでちょ

っと緊張しますね。先ほど継岩委員長、結構ネッ

トで調べてるなと。職業奉仕って言葉自体が造語

ですよね。職業という言葉と奉仕という言葉。職

業っていうのは皆さん生きていく上での糧という

か現実ですよね。現実っていうのがある。奉仕っ

ていうのが、いろんなロータリーの目的とかにも

書いてあるように、奉仕の理想だというね。こう

したい、ああしたい、こんなできたらいいなって

いうことを考えて、皆さん親睦深めてやっていく

ということなんですということで。 

 もう一つあって。先ほども言った職業、ロータ

リアンにとって職業っていうのがどういうことか

っていうと、やっぱりもう引退した方もいらっし

ゃいますが、でも職業あっての社会奉仕だった



 
 

 

り、職業あっての国際奉仕、青少年奉仕だった

り、クラブ奉仕。職業をしっかりやっていかない

といかんよという教えみたいなところがあって。 

 職業奉仕をするために、ロータリークラブに入

るだけでも大変なんですけど、やっぱりそこで皆

さんが切磋琢磨することによって、自分の職業に

磨きをかけるというかそういうことをしていける

ように、皆さんで情報交換をしながら、意見交換

をしながら、できたらいいのかなって私は思いま

した。こんなところでいいですか。以上です。あ

りがとうございました。 

［西野充英会長］さすがパスト会長でした。どう

もありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■クラブ年次総会報告 

日時 2022年 1 月 21 日 

場所 東武ホテルレバント東京 3階「芙蓉の間」 

出席者 39名中 28名 

議案 

1. 次年度理事・役員選出の件⇒下記原案通り承認 

【役員】 

会 長  大星 太郎 

副会長  三橋 晶 

幹 事  継岩 憲二 

会 計  飯塚 正裕 

会場監督 橋 豊和 

直前会長 西野 充英 

【理事】 

クラブ奉仕委員長  三橋 晶 

職業奉仕委員長   岩崎 裕馬 

社会奉仕委員長   伊藤 宏之 

国際奉仕委員長   北林 貴臣 

青少年奉仕委員長  清水 孝弘 

会計監査      田名網 一嘉 

親睦活動委員長   岡田 竜司 

５周年実行委員長  栗山 義広 

理 事       油井 健一 

理 事       島崎 久志 

理 事       平井 修二 

理 事       岸 哲也 

※理事役員会は上記 18名とする 


