
 

第 2110 横浜港南ロータリークラブ週報 
2018．1．31．[水]  第 2338 回例会報告 

 

◎司 会              上杉順一ＳＡＡ委員 

◎ロータリーソング        『港南友愛の唄』 

◎ソングリーダー         福嶋昭合唱委員 

◎出席報告            櫻井富雄出席委員 

会 員 数 

                    

出 席 者     

数                     

出席率 前回 

修正率 

前月 

平均率 

35(6)名 31(6)名 88.6% 79.4%  77.6% 

（  ）内は出席免除会員数 

公式出席 

1/30  地区社会奉仕委員会  根本雄一会員 

メークアップ 

1/26  横浜港南台ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 櫻井富雄会員 

 

◎親睦委員会(今週のお祝)  

尾形達也親睦委員長 

＊会 員 誕 生 日 祝       民谷佳子会員（1/20） 

豊場建伍会員（2/1） 

＊会 員 記 念 日 祝      西山俊雄会員（2/3） 

                    高森政雄会員（2/6） 

 ニコニコボックス本日合計  ３８，０００円 

ニコニコボックス 累 計 ９１１，１００円 

◎米山チャリティボックス   

高栁良作米山記念奨学委員長 

大井和子会員 小後摩重正会員 民谷佳子会員 

橋浦重己会員 宮下賢会員    ５名 

米山ﾁｬﾘﾃｨﾎﾞｯｸｽ本日合計  ５，０００円 

米山チャリティボックス累計  １１９，０００円    

 

◎会長報告            

①地区より、佐々部会員に米山部門研修サブリーダー

の委嘱状が届いております。 

②クラブ協議会時に横尾合唱委員よりメンバーが足り

ないというお話がありましたので、櫻井会員に所属し

て頂きます。 

③２月１６日から１９日夜まで私用で出かけます。悪天

候で飛行機が飛ばない場合は、２０日の第７グルー

プ合同例会に欠席する可能性がありますが、ご了解

頂きたいと思います。 

④３月２８日(水)大阪で故星野仙一さんのお別れ会が

ありますので、当日の夜間例会は欠席させて頂きま

す。３月１９日（月）にも楽天主催で東京新高輪にて

行われます。こちらは一般の方も参列できます。 



◎幹事報告              

①先週は親睦委員の皆さま有難うございました。北京

飯店で和やかな新年会を行うことが出来ました。 

②回覧しておりますが、２月は円高で、ロータリーレート

が１１４円から１１０円に変わります。ご承知おきくだ

さい。 

 

◎委員会報告  

①社会奉仕委員会              瀧文博委員長 

   ２月１０日(土)９時集合『臨港パーク内センターテン

ト』にて、チャリティーマラソン大会です。会員８名、一

般２１名、デルバさん、お子様１名、合計３１名の参

加です。当日応援で写真を撮って頂ける方がいらっ

しゃいましたら是非お願いします。 

 

◎『職業奉仕委員会』       大越雅也会員 

 

 

 

 

 

今月は職業奉仕月間です。トップバッターは私で、大

井さん・橋浦さん・根本さんの４人で職業奉仕について

お話させて頂きます。 

先日、会長所信表明の時にお話させて頂きましたが、

今日は紹介のビデオをご覧頂き、その後にお話させて

頂きます。作ったものには老舗企業名（櫻井さんの会

社）が流れますが、そのＤＶＤが見当たらないので、元

になった方も内容は同じなのでご覧下さい。 

このビデオは昨年４月の大講演会時に流したもので

す。会員向け、そして、勧誘向けに作ったものなので、

どなたか新会員を紹介したい場合は貸し出しできます。 

今日は横浜市の変遷と横浜市と川崎市の教員企業

研修についてお話したいと思います。 

１９０５年、ロータリークラブがシカゴに出来る。初代会

長はポールハリス氏。 

１９１１年、全米ロータリークラブ連合会にて、職業奉仕

のスローガン“He profits most who serves best.” が 

ロータリー大会宣言の結語に採択される 

１９２７年、ベルギー大会で「四大奉仕」が組織化され、

イギリスの強い要望により職業奉仕は“Vocational 

Service”と命名されて現在に至る。  

１９２８年、Ｒ財団が設立。日本は第７０地区に設定され

た。 

１９３２年、世界恐慌の時期にハーバートＪ・テーラーが

自社の再建の為に四つのテストを作り、それがロータリ

ーで取り上げられた。 

１９４０年、日本が国際ロータリーを脱退。 

１９４９年、日本とドイツが復帰。 

１９７９年、職業奉仕週間新設。 

１９８７年、国際ロータリー職業奉仕委員会が復活。 

１９９７年、職業奉仕週間から、職業奉仕月間へ。 

２００７年、標準ロータリークラブ定款変更。四大奉仕部

門が追加。第 2 項に職業奉仕が明記される。 

２０１４年、四つのテストがロータリーの奉仕の基本理

念に格上げされた。 

日本で職業奉仕はロータリーの規範だと言われていま

すが、アメリカではそれほど職業奉仕は重きを置かれ

ていないというのが実態のようです。 

 アーサー・フレデリック・シェルドンはサラリーマン時代、

図書の訪問販売で実績を上げて、出版社を経営してお

ります。その後ビジネススクールを設立して、 

“He profits most who serves best.”唱えて、自分の学



校のサービス学の概念を方針として用いました。それ

が後にロータリーで取り上げられました。 

１９３５年、ケインズが修正資本主義を提唱する５年以

上前に、修正資本主義を先取りした企業経営理念を教

えていました。 

シェルドンの職業奉仕理念は継続的な事業の発展を得

るためには、自分の儲けを優先するのではなく、自分

の職業を通じて社会に貢献するという意図をもって事

業を営むという事です。 

１９３０年代までは欲望が労働者を搾取した時代だと言

われており、先進国の植民地が伸びた時代でもありま

す。 

 次に、教員の短期研修についてお話します。 

当クラブで研修を引き受けて頂いている大八・つばさ保

育園・京急百貨店の３つの企業で研修をされた方の報

告がありますので、興味のある方はコピーを差し上げ

ます。 

 ２００３年に民間企業研修をしたいと、商工会議所に

相談し、その時は７社の企業からはじまり、その翌年か

らロータリーも協力することになりました。ロータリーとし

ては２００２年～０３年度に全国ガバナー会で、全国青

少年育成委員会が設置され、ここで受け入れをしようと

いう事になりました。 

内容としては地域の小・中学校の授業に講師を派遣す

る。児童・生徒の職業体験を会員企業が受け入れる。

教職員の民間企業職業体験を会員企業が受け入れる。

今、横浜市は中学２年生が職業体験をしています。区

内の企業に１～２日行き研修しております。 

結果的には２５９０地区のみが地区として継続しており

ます。２００３年からロータリーが全面的に対応しており、

副校長先生の研修においては全てロータリーの会員企

業が受け入れています。２００６年からは新任の副校長

先生が、教務主任から副校長になった年に受けること

が必須になりました。既に１２年ほど経っております。市

内の小・中・高・特別進学校の副校長先生は全員研修

を受けていて、校長先生も大勢の方が、そして、２９年

度は３４社８４名を受け入れております。受け入れ先等

は今回覧していますのでご覧下さい。 

川崎市に横浜市の取り組みの情報を提供して、   

２００７年度からはじまっています。管理職になる直前

の総括教諭の希望者を対象に１０社・１０名を派遣しま

した。 

２年前の横浜市教育委員会の記者発表では、８８６人

が１０２社の民間企業で職業研修をしておりますが、次

のように３つプログラムがあります。(27 年度) 

・４年目～１０年目の若手先生  ７０３名 

 人数が多いので、ﾛｰﾀﾘｰに関わらずいろいろなコネ

クションで派遣、１社当たり 5～10 名。 

・１１年目～１３年目の中堅先生  ９７名 

人数が少ないので、この年は１０社。 

・新任副校長              ８６名 

  崎陽軒・神奈川トヨタ等、多くの人数を受け入れて頂

いている。（原則１社１名だが８０～９０名の為） 

団塊の世代の先生が定年を迎えて、ここ数年大量に退

任している為、副校長が若返っております。５０歳前後

の副校長の方が多いのです。 

業種は助産院・工場・レストラン・アパレル等。 

先生は井の中の蛙が多いという事で、外の世界(民間)

を見てもらう事は大事だと思います。私は PTA をやって

いましたが、先生は生徒さんの親がどのような仕事をし



て、どのように生活しているのかを殆ど知りません。本

当に知らないのです。そのような意味で先生方に外の

世界で経験してもらう事は良い機会です。非常に効果

が上がって、全国から見学に来ています。以前、埼玉

県の入間ＲＣや熊本県のＲＣから参考にしたいという事

で、参考資料を渡しております。 

研修の内容と意義としては、副校長或いは統括教諭

として、業務の理解や自己啓発の構築を目的としてい

ます。進んだ経営理念を持つ民間企業に派遣すること

によって、学校経営感覚を身に付けて、管理職としての

視野、教育に対する見識を広げます。特に経営・サー

ビス・競争意識、これが学校の先生に欠けているところ

です。管理職になると地域の方々と接点が増えるので、

民間企業での経験が参考になります。学校が夏休み

の期間７月末～８月はじめの３～５日間です。まだまだ

受け入れ先が足りない状況ですので、是非ご検討頂き

たいと思います。 

以上となります。有難うございました。 

 

◎ ニコニコボックス     尾形達也親睦委員長 

西山俊雄会員 

  寒いです。またもや雪かも知れません。陶土が凍土

になってしまいます。せっかくの作品がぐじゅぐじゅ

に。 

  会員入会記念日祝を頂きまして有難うございまし

た。 

林田利治会員 

  会員入会記念日祝を頂きまして有難うございまし

た。 

豊場建伍会員 

  会員誕生日祝を頂きまして有難うございました。 

  所用により早退致します。 

天野憲二会員 

  年始めから体調を悪くし、もうだめだと思っていたら、

八木先生に大変お世話になり、お陰様でロータリー

に出席出来るようになりました。八木先生に感謝で

す。 

細井順子会員 

  今夜は皆既月食です。寒空の中、２１時過ぎに見上

げてみるのもロマンティックですね。くれぐれもお風

邪をひかれぬように。 

橋浦重己会員 

  休みが続き失礼しました。お休み分ニコニコ入れま

す。 

  大越幹事の卓話を楽しみにしております。 

八木禧昭会員 

  天野さんお世話になりました。有難うございます。 

海野俊彦会員 

  今週も雪の予報です。早めの対策を。 

  大越会員の卓話を楽しみにしております。 

高栁良作会員 

  本日1時で早退させて頂きます。申し訳ありません。 

尾形達也会員 

  先日、娘の保育園入園が決まりました。友達がたく

さん出来ると良いですね。 

  大越会員の卓話を楽しみにしております。 

青柳民朗会員 市川敏明会員 櫻井富雄会員  

高森政雄会員 民谷佳子会員 福嶋昭会員 

横尾博之会員 宮下賢会員 

  大越会員の卓話を楽しみにしております。 

 

◎次週の予定 

２月７日(水) 山野井会員 『創立５０周年フォーラム』 

◎会報               天野憲二会報委員 


