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新年明けましておめでとうござい
ます。本年もよろしくお願いいたし
ます。
先ずは、昨年23日に開催しました
クリスマス家族例会に多くの会員と
ご家族にご参加いただきありがとうございました。そ
の後幸いにも、体調を崩されたといいう情報が届いて
いないことにほっとしております。
しかし、一昨日ごろからオミクロン株による感染者
が増えてきて、沖縄はまん延防止適用が決まりそうで
す。商工会議所の賀詞交歓会が中止になり、１月13日
に予定されている第８グループIMの開催についても、
今週末までに判断をするという報せが届いています。
直前での変更の可能性もありますので、情報が入り次
第速やかにご連絡いたしますので、ご協力よろしくお
願いします。

さて、2022年は寅年のなかでも、60年に一度の「壬
寅（みずのえとら）」です。寅年の方にとっては、一
生に1、2度しか訪れない特別な１年です。「寅」とは、
方角においては東北東、時刻では午前３〜５時を指す

ロータリー情報

漢字です。寅とは、すなわち動物の「虎」を表してい
ます。漢字の由来としては、草木が伸びていく様を表
した漢字とされています。天に向かってたくましく伸
びていく草木の姿は、まさしく気高い虎そのものとい

職業奉仕の概念について

えるでしょう。

新年、明けましておめでとうございます。

干支（かんし）は「十干」（いわゆる甲、乙、丙…

職業奉仕月間であるので職業奉仕の概念をお話し

で十までの数）と「十二支」の組み合わせで2022年は

させていただきます。

十二支でいうと「寅年」、十干では「壬」となり干支（か

職業奉仕は難しいとか、職業奉仕は解らないと言

んし）は「壬寅（みずのえとら）となるのです。十二

うことをよく耳に致します。私も解りませんでした。

支や十干は数や方角だけでなく、それぞれ独自の意味

元来、職業奉仕と言う言葉は、ロータリーの専門用

を持っています。例えば「壬」（みずのえ）が持つの

語でありまして、世の中の人は、このような言葉は

は第９位の他、女性のお腹に子供を宿す「妊」の一部

使っていません。辞書を引いても、このような言葉

であることから「はらむ」「生まれる」という意味が

は載っていません。ロータリーオリジナルの言葉で

あり、「寅」はもともと「演」が由来といわれ「人の

あります。世界の情勢から何でも知っている岸田総

前に立つ」、演と同じ読みの「延（えん）」から「延ば

理や池上彰さんも知らないと思います。考えてみる

す・成長する」という意味を持っています。この２つ

と、これは大変奇妙な言葉であります。何故なら、

の組み合わせである壬寅には、「新しく立ち上がるこ

職業というのは、私達が生きていくための所得を獲

と」や「生まれたものが成長すること」といった縁起

得する手段、利潤追求の手段であります。即ち、こ

のよさを表しているそうです。

れは、自分のためのものであります。

・バブル経済の始まり

一方、職業奉仕の奉仕とは、世のため人のための

・世界初の女性宇宙飛行士が誕生した

ことを考えること、即ち、自分以外の人のことを考

・世界最長の吊り橋「明石海峡大橋」が開通
・人類初の有人衛星が達成された
・バラク・オバマ氏が大統領に就任した
過去を遡っても、寅年には「初」や「新」という漢

幹事報告

字がつくような出来事が多くありました。2022年も
「何
か新しいことが始まる年」であり、新型コロナウイル

①

幹事

敏

本日第７回理事会が開催されま

ス後の新しい生活様式が本格的に始まるのかもしれま

して、２月のプログラムが承認さ

せん。

れました。

また、「決断」の意をもつ「寅」が合わさった2022

隅田

②

１月13日に予定されているIM

年は、安定性や落ち着きをもちながらも、はっきりと

については、現在、オミクロン株

決断できる年。心にゆとりをもち、おおらかに物事を

の影響で感染が拡大していることを考慮して、予定

見定めることができ、感染症の拡大が騒がれる中では

とおり開催とするかどうかについて１月８日に緊急

ありますが、冷静さを失わずに行動できる年になるこ

実行委員会が開催されて決定される予定です。決ま

とをお願います。

り次第、皆さまにもお知らせ致します。

最後になりますが、今年一年が皆様にとって実り多

③

新入会員についてのお知らせです。理事会の承認

き年になりますことを祈念いたしまして挨拶とさせて

を経て竹内達也様より当クラブへの入会申込を頂き

いただきます。

ました。情報を入り口横に掲示しておきますので、
異議のある方は７日以内に理事会に理由を付記した
書面にて異議申立をしてください。

スマイル報告
今
累

社会奉仕委員会

畔上

回

27,500円

計

436,110円

順平

④

１月20日木曜日午後６時から橋本家さんで皆川健
三会員のお別れの会を行なう予定ですので、会員の
皆さまにご案内を送らせて頂きます。

⑤

杉下会員のご厚意で皆さまのお手元に健康に良い
ドリンクをお配り頂いています。

オリエンテーション・教育委員会

浜野

えることであり、これは他人のためのものでありま

隆浩

末さに驚き、アメリカの病院のように最新設備の

す。このように、エネルギーの方向が全く正反対の、 整った病院を作ることを決意したそうであります。
職業という言葉と奉仕という言葉を合体させて「職

バリー・ラシーンＲＩ会長は医師ではありませんが、

業奉仕」と言っているのでありますから、言葉自体

バハマでは医師でなくても病院の医院長に成れるそ

大変奇妙な感じを受けるのであります。したがって、 うであります。即ち、病院を創設して経営したわけ
解りにくいのも無理はないのであります。

であります。医師や看護師や従業員を雇用して、バ

そこで、色々と誤解が出てくる訳であります。例

ハマに最新の医療を提供したわけであります。職業

えば、職業奉仕とは、職業を通じて社会に奉仕する

奉仕を定義付けるのは難しいがこれが私の職業奉仕

ことである、と言う理解の仕方がありますが、これ

であるとお話しされていました。その年の会長エレ

も誤解を招くものであります。例えば、弁護士さん

クトセミナー（ペッツ）でビデオで見ただけですが、

が無料法律相談をしますと、これは自分の職業を通

何となく職業奉仕を理解できた瞬間でありました。

じて社会に奉仕しているのだから職業奉仕である、

職業奉仕の概念はロータリーならではの文化であり

と理解するのでありますが、これは間違いでありま

ます。

す。これは、直接、社会に奉仕しているのでありま
すから社会奉仕であります。
では、社会奉仕と職業奉仕とを分かつメルクマー

横組みの20ページ
ローターアクター奮闘記

ルは一体何かと言いますと、一言で言えば受益者は

大阪西南ローターアクタークラブでは、助産師の

誰か、と言うことであります。即ち、ロータリアン

ローターアクターが中心となり、性や生殖にまつわ

以外の人が受益者になる場合が、社会奉仕であり、

る勉強会「助産師例会」を行っています。男性ロー

ロータリアン自身が受益者になる場合を職業奉仕と

ターアクターがドラッグストアで生理用品を選ぶ体

いうのであります。したがって、例えば、自分の会

験をしました。男性のローターアクターの体験レ

社に優良な社員がいたとします。社長が何かをプレ

ポートが紹介されています。ミッション１ではナプ

ゼントして表彰した場合は、ロータリアン以外の人

キンを選ぶ「性について知識を持ち向き合う環境が

でありますから、これは社会奉仕であります。ただ、 必要」ミッション２ではタンポンを選ぶ「パートナー
職業奉仕の要素が全然ないことはないのであって、

を思いやる気持ちが必要」私はドラッグストアでは

表彰された社員を見て、他の社員が発奮して、皆が

生理用品のコーナーを避けて通っていました。ロー

一生懸命に仕事をするようになり、その結果、会社

ターアクターだからできるミッションなのかもしれ

の業績が上がれば、社長であるロータリアンも受益

ません。

することになりますから、職業奉仕的な要素も少し
はあるのであります。したがって、優良社員の表彰

縦組みの２８ページ

は、丼勘定で言えば、社会奉仕70%、職業奉仕30%

貧困の連鎖を止めるために

と言うことになり、両方の要素をもっているという

厚生労働省の報告によると、日本では約７人に１

ことになるのであります。要するに、職業奉仕の概

人の子供が貧困状態と言われています。日本のよう

念というものは、職業奉仕でないものは社会奉仕、

な先進国で貧困状態の子供が多いのに驚きます。浦

社会奉仕でないものは職業奉仕、と言うようにクリ

和ダイヤモンドＲＣでは一般社団補法人彩の国子ど

アーに割り切れないものなのであります。

の・若者支援ネットワークの活動に賛同してタブ

私の会長年度のバリー・ラシーンＲＩ会長はアメ

レット端末やパックご飯寄贈しました。未来を担う

リカで医療関係の仕事をしていたそうです。出身地

子どもたちえへの持続可能な支援の在り方を追求し

であるバハマに戻った時にバハマの医療機関のお粗

ていくそうです。

2022年新年のお祝い及び近況のご報告

2017〜19米山記念奨学生

越谷東ロータリークラブの皆様、いかがお過ごし

陳

新様

また、新年の始めに、住居の鄭州では新型コロナ

でしょうか。カウンセラーの小暮様お元気ですか。

の新規感染者が発見されたので、蔓延防止のために

元の米山記念奨学生の陳新です。

１月６日から鄭州市全住民を対象としたPCR検査が

ちょっと遅くなりましたが、2022年の新年の祝い
を申し上げます。明けましておめでとうございます。

始まりました。毎日一回で今日で５回でした。
在職の中原工学院は新型コロナの冬予防政策のこ

帰国してから二年が経ちました。時間の経つのが

とで去年年末授業が早めに終わり、冬休みに入って

早いですね。現在世界中でコロナ禍が収まらず、
すっ

おりますが、中小学校は停学し、オンライ授業実施

かり交流が途絶えてしまいましたね。世界中の様子

となりました。新型コロナが一日も早くおさまるよ

を見たら、まだ続きそうです。

うにお祈りします。

現在、新型コロナのせいで海外移動どころか、中
国国内までも移動が不便になってきました。所属の

また皆様に再会することを楽しみしております。
皆様はくれぐれもお体にご自愛ください。

大学では鄭州を離れるには関連部門に申請する必要

たまたま近況報告をさせていただきます。

があり、手続が非常に面倒くさいです。2021年の後

今年も引き続きよろしくお願いします。
【原文のまま掲載】

半、どこへも行かずに、ほぼ大学と家におりました。
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