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国際ロータリー2012～13年度会長 田中 作次 

 

～～ 職業奉仕 ・米山月間 ～～ 
第 2533回例会 平成 24年 10月 18日（木） 

国際ロータリー第２７９０地区第９分区 
２０１2～２０１3年度 

 

 
 
 

テーマ『職業奉仕に生きること 話し合い 語り合おう』 

場所：ラディソンホテル成田 

プ ロ グ ラ ム 

司会・進行 富里ＲＣ幹事 岡野 耕平 

14：00 開会・点鐘                        ガバナー補佐  宮川 欽一 

    国歌・ロータリーソング「奉仕の理想」 

14：10 ガバナー補佐開催趣旨挨拶                 ガバナー補佐  宮川 欽一 

14：15 ホストクラブ会長挨拶                  富里ＲＣ会長  佐々木 敬悦 

14：20 地区クラブ研修委員挨拶               地区職業奉仕委員長  海寶 勘一 

テーマ「職業奉仕に生きること 話し合い 語り合おう」 

14：30 休憩 

14：40 ディスカッション（テーブルごとに討議） 

テーマ「職業奉仕に生きること 話し合い 語り合おう」 

15：40 各テーブル、約 3分間で意見発表 

16：30 講評                        地区職業奉仕委員長  海寶 勘一 

16：40 閉会 点鐘                        ガバナー補佐  宮川 欽一 

懇 親 会 
                          司会・進行 富里ＲＣ 職業奉仕委員長 

市川 一夫 

17：00 開会・挨拶・乾杯                  富里ＲＣ会長エレクト 寒郡 茂樹 

                    懇  親 

    ロータリーソング「手に手つないで」 

18：30 閉会 挨拶                    富里ＲＣ Ｒ情報委員長 藤田 一雄 
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◇ 卓話 

「職業奉仕に生きること 話し合い 語り合おう」 

 地区職業奉仕委員長  海寶 勘一 様 

今年度の職業奉仕委員会は、得居ガバナーの考えである、職業倫理の率先垂範する

ことが、真のロータリアンの姿であるとの思いを、真摯に受け止めて、双方向意見

交流ができる活動計画を立てました。 

 

各クラブの職業奉仕委員長さん、各クラブロータリアン

との話し合い、語り合いを委員会一同が楽しみにしてお

ります。 

 

クラブ委員長さんが、クラブ内でのリーダーの役目を果

たして頂くための、お手伝いの情報交流を盛んにして、

クラブ委員長さんと一緒になって励んでみたいものです。 

 

得居ガバナーも、熟講されたテーマでありますが、職業

司会進行 富里ＲＣ 
岡野耕平幹事 

富里ＲＣ 
宮川欽一ガバナー補佐 

富里ＲＣ 
佐々木敬悦会長 
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奉仕に生きること 話し合い 語り合おう、の標語のもとで開催される各分区ガバ

ナー補佐に主催して頂く、ロータリー情報研究会の運営をさせて頂きます。 

その価値を高めるためにも、9 月 7 日 2 分区合同クラブ職業奉仕委員長セミナーを

開催いたしました。 

 

分区内の各クラブ委員長の皆さんが、心を一つにさせて、職業奉仕の真髄を語り合

い、より善き人として、より善き職業人として、より善きロータリアンとして、奉

仕の理想を説き、理解を深めあう場を構築したいと考えております。クラブ委員長

さんが率先して、委員会活動ができ、クラブメンバーの職業奉仕の実践が、盛んに

なり、なによりも、ロータリーに誇りをもって、奉仕の理想を、鼓吹し育成できる

ようになってほしく思います。 

 

もっと職業人としての尊い思いや、理念をもって、双方向意見交流を盛んにさせて、

超我の奉仕を心にして、最もよく奉仕をするもの、最も多く報いられるロータリア

ンとして、職業奉仕に専念できるように、素晴らしい効果がでることを期待してい

ます。 

 

◇ ディスカッション 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 意見発表 
Ａテーブル：リーダー・発表者／設楽 正行（成田ＲＣ）  

職業奉仕の活動について 

・3 分間スピーチ、誕生月にスピーチ、或いは年に何回か自分の職業を通じての職業観など

の考えを交え職業奉仕についてテーブルディスカッションを行う。 

・日本は寿命の長い企業が多い。（1,000 年が 20 社、500 年が 150 社、300 年が 2,000

社、100年が 60,000社）、それはなぜか・・・会社の社是、社訓がしっかりしている。 

①感謝、信用、奉仕を無形の財産として大切にしている。 

②信用、誠実さを旨とする東洋的思想がロータリーの心と概ね合致している事から、日本に受け入れられや

すかったのではないか。 

・職業奉仕を真面目にやりながら、社会奉仕、国際奉仕という実際の活動を行っていくのが大事ではない

か。 

 

Ｂテーブル：リーダー・発表者／小川 賢（成田ＲＣ）  

まずＲＩ田中作次会長の「職業奉仕を理解した時」というのが今月号のロータリーの友に掲載

されておりましたので、それを聞いていただき、その後皆さんにお話を伺いました。 
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皆さんオーナーでありまして、結果的にはご自身の理念をしっかりお持ちで仕事をされているなあというのが

結論でした。 

 

Ｃテーブル：リーダー・発表者／角来 幹夫（印西ＲＣ）  

・職業奉仕はサービス、仕事（稼ぐこと）そのものが職業奉仕。 

・社員は、社長がＲＣで何をやっているか分からないと言われるので、部下を対象にしたセミ

ナーを年に一度や二度、開催していただくのはどうか。 

・会員同士の会社訪問などで交流をはかり、毎週会員が卓話をする。 

・やってみせ、言って聞かせて、ほめてやらねば人は動かじ（山本五十六）と言われるように 

社員が社長を慕い、更に一番下の部下が中間層に従って会社が順調に回転することこそ世間に対する職

業奉仕ではないか。 

 

Ｄテーブル：リーダー/平川 進（白井ＲＣ）  発表者/佐々木 敬悦（富里ＲＣ）  

・クラブとしての職業奉仕委員会活動について 

卓話で会員の仕事を紹介、自分の職業内容を印刷し配布、色々な寄付、地域の職業をＰＲ 

全体的に、クラブとしての職業奉仕委員会活動は地味な活動になってきている。しかし、昔

のように基本にかえってやりたいと言う意見もある。 

・従業員や社員教育について 

患者さん、お得意さんの気持ちになり、その思いを毎日従業員に言い続けている。 

4つのテストを核としてやっている。 

社員の力量に応じて教育している。 

何でもやらせて、色々な事を教えていく。 

 

Ｅテーブル：リーダー・発表者/市川 一夫（富里ＲＣ）  

・クラブ内でどういう職業奉仕をしているか 

会員の卓話の中で、自分の職業を紹介しながら職業奉仕について語っている。 

人を育てる、仕事を頂いて一生懸命仕事をして報酬を頂く、その繰り返しで世のために尽す。 

 

 

 

Ｆテーブル：リーダー・発表者/藤田 一雄（富里ＲＣ）  

会社をしっかり経営しきちんと税金を払うことが一番の職業奉仕である。 

こういう話し合いの場に参加し、色々な意見を聞き、沢山勉強し、職業奉仕を深く理解し、事

業所の仲間の皆さんが切磋琢磨し感化していけたら、嬉しいことも哀しい事も、皆さんと分か

ち合っていただけたらこんな素晴らしい事はないのではないか。 

 

 

Ｇテーブル：リーダー・発表者/林 康博（成田ＣＲＣ）  

・社員教育について 

私の方から提案として、委員長会議の中で「レジ打ちの女性」のはなしをさせていただきまし

た。ある女性が色々な仕事を経験した中で、スーパーのレジ打ちの仕事でお客様に喜んでも

らうというものです。 

仕事に精通する事がお客様に喜んでいただけ、会社が繁栄する。 

職業奉仕はお金をいただき、社会奉仕はサービスの中で地域の皆様に奉仕をすること。 

 

Ｈテーブル：リーダー・発表者/金井 浄（成田ＣＲＣ）  

・クラブ内での自己研鑽をどうしているか 

働くと言うのは、やまと言葉で“はた・らく”（まわりを楽にする）という意味だそうです。また、お

陰さまと言う言葉も日本独自のものです。自分の職業を通して 4つのテストの精神でやる。そ

の為にもロータリーで異業種の方々との交流は得るものが多い。 
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Ｉテーブル：リーダー・発表者/中山 直樹（八街ＲＣ）  

クラブ内での活動として、卓話。体外的に社会貢献することといたしましては、自分の職業を

小中学生に職場体験させる。出前教室についても、職業に誇りを持って話をしていく。 

テーマとしては難しいが自分の職業に誇りを持って、職業した事に対して感謝の意を得る。 

 

 

Ｊテーブル：リーダー・発表者/宮川 英昭（八街ＲＣ）  

入会まだ 4 ヵ月の会員のお話を紹介させていただきます。 

航空会社の支店長さんですが、日本全国には 1 日に 1 便しか飛ばない飛行場があるそうで

す。「採算が取れるわけはありませんが、飛ばしている。これも職業奉仕、社会奉仕をしている

んでしょうか？」という問いにそのテーブルの全員が素晴らしい奉仕活動ですと感動いたしまし

た。 

 

【講評】 

◎地区職業奉仕委員長 海寶 勘一 様 

短い 1 時間の中で、色々な意見が出たということは、これから各クラブに帰り、こうした

話し合いを是非広めていただきたいと思いますし、自己研鑽、切磋琢磨、克己心、

様々な自分を磨くということ、相手を思い、尊い気持ちになって信頼、信用を得て世の

中に尽すという職業奉仕、改めて得居ガバナーがおっしゃっています有益な事業の基

礎として、綱領の第 2 項 事業、および専門職務の道徳的水準を高める、噛み砕いて

堅苦しい言葉でなく、是非ご自身の言葉として理解し、それをクラブの中、会社の事業

運営につなげていただきたいと思います。 

 

◎地区職業奉仕委員 松田 泰長 様 

沢山の意見がある中、地区の委員会として非常に嬉しかったのは、Ｇテーブルで 4つの

叢話の中で「あるレジ打ち女性の話」を題材に選んでいただいたことです。非常に嬉しく

思いました。それと、先ほどＥテーブルの発表にありましたが、結論がありませんと言うこ

とでした。結論のないところが、この職業奉仕を語るところでいいところではないでしょう

か。是非クラブに持ち帰っていただき、全会員を対象に開催していただきたいと思いま

す。 

 

◎地区職業奉仕委員 高梨 昇一郎 様 

皆さんが、今日の研究会に真剣に望まれているということが大変嬉しいことと身に染み

て感じました。ありがとうございました。非常に真面目な態度でこの場に臨んでおられまし

た。皆さんが具体的にご自分の仕事についての意見をテーブルについている他の会員

の皆さんへ語っておられました。今年の得意ガバナーは、「職業奉仕に生きること 話し

合い 語り合おう」と言葉を並べておりますが、実は一番大切なのは語りあいだと思って

おります。話し合うということはかなり表面的なものですが、語り合いと言うのは、心の奥

底から話し合わなければこの語り合いと言う所には到達しなのではないかと思います。

今日は、しっかりと語りあいを実践されていたのではないかと思います。そして一つお願いがございます。各ク

ラブにお帰りになり、今日の結果、このような和気あいあいたる語り合いの場がクラブに移してやっていただけ

ればありがたい。この形を必ずしも取らなくても、皆さんお一人お一人が、職業奉仕について理解できないとい
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うかたにそっと教えて差し上げる事が出来たら、クラブの活性化になりもっと和やかな職業奉仕を理念としたク

ラブ活動が楽しく展開されるのではないかと思っております。 

 

◎地区職業奉仕委員 堀内 正一 様 

いくつかの情報研究会をまわりまして、職業奉仕に対してどういう活動をしているかとい

うと殆どのクラブが会員卓話、フォーラム等を開いているという話でした。そして、会員

卓話が自慢話になって嫌だ。しかし、ロータリーでは大いに自慢話をしていただきまして、

職業を一所懸命やる、そしてお客様、或いは従業員を幸せにする、そしてそれが社会

に貢献することへ繋がると思いますので、大いに話し合ってそしてまたスピーチをしてい

ただきたいと思います。そして、本日嬉しかったのは叢話をよく読んできてくださった方

がいらっしゃったということです。この 4 つの叢話はインターネットからダウンロードしていただきクラブに持ち帰り、

テーマを決めて意見交換をしていただきたいと思います。 

 

◇ 懇親会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 〒286-0127成田市小菅 700 

     成田ビューホテル内 

     電話／FAX 0476-33-8786 

 

例会場 成田ビューホテル 
    電話 0476-32-1111 
例会日 金曜日 12：30 
例会出欠連絡先（直通） 
    電話 0476-32-1192 FAX 0476-32-1078 

 

乾杯 富里ＲＣ 
寒郡茂樹会長エレクト 


