
 

第 1566 回例会 2019・8・27            ﾆｺﾆｺ 本日 26,000 円 累計 159,000 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 会長の時間        髙橋 和男 

  

 

 

 

 

 

 

 

皆さんこんにちは、前回は「ﾛｰﾀﾘｰ綱領」及び「ﾛｰﾀ

ﾘｱﾝ行動規範」についてお話させていただきました

が、今日はﾛｰﾀﾘｱﾝにとって最上位の目的である「職

業奉仕」についてさらに掘り下げた話をしたいと思

います。今回も他のﾛｰﾀﾘｱﾝの受け売りで理解できて

いないところがあり、また「行動範囲」に通じる話

で重複する単語が多々ありますがしばしお耳を拝

借します。 

 まず、職業奉仕を理解するには「ﾛｰﾀﾘｰ運動は倫

理運動である」ことを理解しなければなりません。

「倫理」とは「人が正しく歩む道」です。人を泣か

せるような行為をしてはいけない、人を欺いてもい 

 

 

 

けない、非人道的、非社会的行為をしてはいけない、

世のため人のために尽くしなさい、というのが倫理

の教えです。ﾛｰﾀﾘｰが倫理運動であるがために、昔

からいろいろな原理原則が生まれてきましたが、そ

の中でも、これがﾛｰﾀﾘｰだと言われているのが「職

業奉仕」です。「ﾛｰﾀﾘｰのﾛｰﾀﾘｰたる所以は、職業奉

仕の実践にあり」と言われています。「自分の職業

を通して社会に奉仕するのが職業奉仕仕である」と

思われている方が多いのですが、自分の職業を通そ

うが通すまいが、社会に奉仕するのですから、この

奉仕活動は「社会奉仕」です。それでは、この中に

「職業奉仕」が含まれていないかというとそうでは

ありません。ではどのように「職業奉仕」と「社会

奉仕」を区別するのか？ それは「受益者が誰であ

るか」ということで区別することができます。 

< 奉仕活動によって、受益者が自分以外の地域の

人々、もしくは地域社会の場合は「社会奉仕」 > 

< 奉仕活動によって、受益者が自分自身の場合は

「職業奉仕」 > 

例を示しますが、ある動物病院を経営するﾛｰﾀﾘｱﾝ

が市内幼稚園の砂場で「蟯虫検査」の奉仕活動をし
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例 会 当 番 記 念 祝 福 卓      話 

8/27 所沢航空発祥記念館 

 副館長 谷本 嗣英様 

9/3 神田 紅佳様 

9/10 埼玉県議会議員 

      岡田 しずか様 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



たそうです。砂場は非常に不衛生なところで、野良

猫や野良犬が糞をし、その中には蟯虫が混じってい

ることがあり、園児が知らないうちに感染してしま

うことがあるそうです。そこで蟯虫検査を園児の健

康管理を目的に行ったそうです。この奉仕活動の受

益者は幼稚園児であり、その親です。そして地域社

会としては幼稚園であり、教育委員会です。この意味

からというとこの奉仕活動は「社会奉仕」になります。 

 次に、動物病院という職業を通して子供たちの健

康管理というものを考え、自分で何が出来るかを考

えて行ったこの砂場の蟯虫検査は、園児の親や幼稚

園は、このﾛｰﾀﾘｱﾝに対し、尊敬の念を持つのに違い

ありません。それと同時に信用と信頼をこのﾛｰﾀﾘｱﾝ

が得るのです。そして自分の職業がその効果として

繁栄するのです。これがﾛｰﾀﾘｰの「職業奉仕」です。

奉仕活動によって自分自身が受益者になるのです。

「社会奉仕」と「職業奉仕」は以上ように「一対」

のものであると考えられます。「最も多く奉仕する

者、最も多く報われる」なのです。 

 「職業」とはお金を儲ける手段です。私たちが生

きていくための所得を得る手段であり、これは「自

分のためのもの」です。一方、「奉仕」は世のため

人のための物であって、すなわち自分以外の「人の

ためのもの」です。このように全く正反対の 2 つの

言葉が 1 つになって「職業奉仕」といっているため

に非常に解りにくいのです。つまり「職業奉仕」と

は「職業を営むこと（金を儲けること）が、世のた

め人のための奉仕になる」と言っているのです。言

い換えれば「世のため人のために奉仕する心を持っ

て職業を営むべし」となります。この言葉は何を意

味しているかというと、それは自分の金儲けに対し

て「人を泣かせるような金儲けをしてはいけない、

人を騙して金儲けをしてもいけない、非道徳的、非

社会的行為をして金儲けをしてはいけない、世のた

め人のためになるような金儲けをしなければなら

ない」と言っているのであり、自分の職業に対して

強く「倫理性」を要求しているのです。要するに誰

かに何を与えるのではなく、前回もお話しましたが、

日本のﾛｰﾀﾘｰの原点『倫理観を持って職業を行うこ

と自体が奉仕』ということらしいです。受け売りの

話で自分自身まだまだ理解しきれていませんが、も

しかしたら「奉仕」という言葉自体が私達の概念と

は違うものではないかと思い始めたので次回の会

長の時間までもう少し勉強してきますので本日の

会長に時間はこの辺でとりあえず終わりにさせて

いただきます。ご清聴ありがとうございました。 

 

🌷 2019 年 8月ﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄ  1 ㌦＝108 円  

🌷 第 15 回日韓親善会議 2019 田中元ＲＩ会長か

らのﾒｯｾｰｼﾞ・実行委員会からの書簡・登録締め

切りの延長のご案内 

🌷 ﾊｲﾗｲﾄよねやま 233 号 

🌷 2019-20 年度 RLI ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝﾘｰﾀﾞｰご担当のお

尋ね 

🌷 2019 年 7月末までの RIJO-FAQ 配信履歴 

🌷 公共ｲﾒｰｼﾞ委員会活動について 

🌷 ﾛｰﾀﾘｰ・ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ研究会のご案内  

🌷 学友会ﾆｭｰｽの復活について 

🌷 学友会ﾆｭｰｽ 2019-20年度 第 1 号 

🌷 2019-2020 年度 「ﾛｰﾀﾘｰの友」今月のみどころ

配信について 

🌷 例会変更・・・新所沢 RC 

🌷 週報・・・・入間南 RC、新所沢ＲＣ、 

所沢中央ＲＣ 

 

ニコニコボックス     木下 精基 

髙橋 和男 中議員 今日は盆明け一番卓話宜しく 

くお願いします。 

荻野 陽一 中先生 本日の卓話よろしくお願い致 

します。 

鈴木 眞澄 中さん 今日の卓話楽しみにしており 

ます。宜しくお願いします。 

須澤 一男 中さん今日は卓話有難う。男前の写真 

 撮って週報に載せます。 

中 毅志  今回も卓話の機会を与えていただき 

感謝申し上げます。宜しくお願いします。 

師岡 友次 中先生 本日の卓話宜しくお願いしま 

す。秋の市長選はどうなさるんですか？ 

内田 学  所沢の輝ける市議 中先生本日は宜 

しくお願いします。 

石井 秀夫 中さん本日は有難うございます。どう 

  ぞ宜しくお願い致します。 

鈴木 伴忠 中先生 本日の卓話宜しくお願いします。 

幹事報告         荻野 陽一 



本橋源太郎 中先生 本日は宜しくお願いします。 

恒良 裕子 今日は中さんの卓話 是非聞きたかっ 

たのですが、仕事の都合で早退させていただきま 

す。猛暑が続いた 8月体調をご自愛下さい。 

和記 毅  中 毅志さん本日の卓話宜しくお願 

い致します。 

徳江 和宏 中さん卓話宜しくお願いします。 

木下 精基 中さん本日の卓話楽しみにしてまし 

た。裏話も含めた卓話宜しくお願いします。 

本橋 正夫 本日例会に出席できません。10時より 

浦和で緊急選挙会議に出席のためです。会員の皆 

様 8月 25日（日）選挙に行ってください。宜し 

くお願い致します。 

室伏 秀樹 小暮さん運転免許更新の秘訣をお聞 

きしたら、75歳からの認知症の検査大不安です。 

半ﾎﾞｹ 74歳より 

内野 忍  先日行われた銀行のｺﾝﾍﾟにて優勝さ 

せて頂きましたので僅かですがﾆｺﾆｺさせていた 

だきます。 

 

 卓話 所沢市市議会議員  中 毅志様 

 

 

 

 

 

 

 

 

  中先生には、沢山の配布資料を基に大変詳しく、

ｿﾌﾄに分かり易く、ご説明いただきました。 

●今年の選挙について 

1）県議選、市議選、参議院選挙の結果 

2）埼玉県知事選の状況  

3）所沢市長選挙、参議院補欠選挙について 今年は

年間 5回の選挙かと思いきや 6回の選挙が実施され

る選挙イヤーです。 4月の県議選と市議選、7月の

参議院選挙、そして現在埼玉知事選が行われていま

す。 知事選の状況は昨日の埼玉新聞一面記事の通

りかと思います。とにかく投票して投票率を上げま

しょう。市長選については今のところ藤本市長が先

週記者会見で立候補を表明されたようですが、他に

は今のところ立候補表明者がいない状況です。 

●本議会について 

1）6月議会の報告（議会だよりから）  

・会派構成については、過去に例があまりない状況で

す。6 つの会派ができて、人数も 6 人が 4 つ、5人が 1

つ、4 人が 1 つとほぼどんぐりの背比べ状況です。  

・正副議長就任については、第 65代議長に青木利 

幸議員が第 66代副議長に大石健一議員が就任。特 

に青木議員は父親の青木茂さんも第 37代と 46代 

にて議長に就任されております。 

・議案の主なものは、市内小中学校の空調設備の 

整備工事に関する契約締結、公共施設料金の消費 

税 10％に伴い値上げ、下水道整備受益者負担金改 

正 1、130円がありました。 

・一般質問で主な質問事項では、公立小中学校給 

食無償化を要望したもの、カーブミラー設置が 2 

〜3年待ちの状況、防犯カメラの設置を公園や道路 

にできないか？などなどありました。  

＊カーブミラー設置実績 H28（25基）、H29（27 

基）、H30 （24基） 現在の要望累計約 200基あり 

実績でみると約 7年かかる計算になる。 

2）9月議会の話題  

・幼保無償化（10月から 3才〜就学前無償化）に

ついての予算措置など 

・臨時職員について（正職 2、140名・臨時職員 1、

616名・平成 31年 4月 1日現在）関すること  

・喫煙場所の移設分煙強化について などなどが提

出されるようですが内容については8月 22日の議

会運営委員会後わかると思います。  

●議会内での話題について  

1）通年議会は、平成 24年度に法改正されてから議

論しており、現在審議中。 

2）市内中学 2年生の事件その後については現在捜査

中のため新たな報告がされてない状況です。新たな

状況がある段階で議会に説明があると思います。 

3）イオン跡地利用計画については、現在不明。  

4）西部地区（狭山丘陵）への西武の計画について

も不明。 

5）多摩湖堤体強化工事のお知らせが届きましたの

でお知らせします。  

今週の担当 本橋 源太郎 


