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■ 田中　和俊
　今回の職業奉仕フォーラムは、職業奉
仕とはなにかについて考えてみましょう。
大重ガバナーのアドレスを引用させてい
ただくと、職業奉仕とは「社会奉仕が社
会への奉仕であるように、職業への奉仕
であり、職業を通じての奉仕ではない」
ということ。一生懸命働いて、社会貢献するだけでは、職
業奉仕と言えないことになります。では職業奉仕とは何
か？そのあたりを討議してみたいと考えております。
【職業奉仕とは】
　「最も多く奉仕する者、最も多く報われる」アーサー・
フレデリック・シュエルドン：利益を優先するのではなく、
自分の職業を通じて社会に奉仕することを第一義に考えて
企業経営をすることが、結果として継続的に利益を得るこ
とにつながる。
　具体的には、職業を通じて提供するサービス（または品
物や技術）の質が高く、それを適正な価格で提供し、経営

者や従業員のお客様に対する接客態
度も良く、十分な品ぞろえをし、取
り扱う商品に対する知識も豊富で、

アフターサービスもしっかりとしていて、提供したものに
対して最後まで責任を持つ。これが本当の職業奉仕である。
職業奉仕を実践することで、自然と企業は顧客から信頼を
得て、事業はさらに発展し継続的に安定する。
　また利益の適正な再分配も大切なことである。私たちが
ロータリアンの身分を保っていられるのも、ロータリーの
会合に出られるのも、ひとえに自分の事業がうまくいって
いるからである。これは事業主の力量だけでなく、従業員、
お取引業者、下請け業者、顧客、さらには同業者のおかげ
でもある。事業で得た利益は事業主が独り占めするのでは
なく、事業に関係する人たちと適正にシェアしながら事業
を進めていけば、必ずその事業は発展していく。そしてそ
のノウハウは同業者に公開する。そうして業界全体の倫理
観が向上していくのが理想の姿である。
　もちろん現代は自由競争社会であるから、同業者間は商
売においてはライバルである。しかしながら、良質な商人
は、顧客に対して絶対的な責任を負うから、決して商品の
質を落とすことはしない。これが職業倫理である。自分の
能力を超える注文依頼に対しては、他の同業者からお求め
くださいということになる。これが同業共存共栄の倫理で
ある。こうした職業奉仕を実践することで、自由競争社会
でもロータリアンは生き抜くことができる。よって職業奉
仕実践の受益者はロータリアン本人であるということにな
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　早いもので今年も師走となりました。
今日は１２月１週目の例会です。
新暦では、およそ１２月７日から１２月２
０日までを大雪（たいせつ）といい、い
よいよ本格的に雪が降り出す頃のことだ
そうです。１２月１１日頃までを閉塞成
冬（そらさむくふゆとなる）と言い、天
地の陽気がふさがり、真冬がいよいよ、訪れます。灰色の
厚ぼったい雲に覆われた空は雪曇り（ゆきぐもり）と呼ば
れ、この頃になると九州地方でも「初氷」が張り、北国で
は深い雪に閉ざされ、全国的に冬一色となります。
　とは言え、日によっては暖かい時もあり温度差の激しい
のも特徴でしょう。風邪やインフルエンザ、ノロウィルス
による感染性胃腸炎など、気を付けたいものです。
　さて、過日、規定審議会で可決された主なところをお話
させて頂きました。この決定は「標準ロータリークラブ定
款」にかかわるもので、これはクラブで勝手に変更するこ
とができない規定であり、ロータリークラブは無条件に受
け入れ従わなければなりません。その上で細則の変更を致
します。
　前回、変更点あれこれ申しましたが、まだあります。第

１条　定義　６．衛星クラブ　潜在的クラブ。その会員は
本クラブの会員でもある。（該当する場合）：第２条　名称
（a）　本会の衛星クラブ（該当する場合）の名称は・・・・・ロー
タリー衛星クラブとする。
　もともと鹿児島中央 RC の創立は、鹿児島 RC というス
ポンサークラブから３０名がチャーターメンバーとなり、
同時に新規の会員の入会を図り、ある程度の規模の新クラ
ブとして発足したという経緯があります。最近では、こう
いう、やり方が非常に難しくなっているので、衛星クラブ
なるものを提唱して、クラブ数、会員数の増加を目指して
いるものと思われます。
　次に第１３条　第７節＿委員会。本クラブは次の委員会
を有すべきである。
　クラブ管理運営・会員増強・公共イメージ・ロータリー
財団・奉仕プロジェクト
　必要に応じて追加の委員会を任命できる。となりました。
　新たに公共イメージ委員会として、クラブ管理運営委員
会の下にあった広報・雑誌・IT委員会を、分離独立した委
員会構成に定款変更します。年が明けてから定款・細則変
更作業について地区の研修セミナーが計画されているの
で、道筋は今まで申しあげてきた通りですが、方向性を定
めたいと考えております。
　本日はこれで終わりとします。
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議　題
１）12・1月例会プログラム及び行事予定
　  （添付資料）　　……承認
２）会計報告（別紙明細）
　  ①１１月度試算表について……承認
３）職業奉仕賞候補者について（添付資料）
　  授賞式　1/30（月）
　  候補者2名を検討した結果小川さんで決定。
４）次期理事役員について
　  別紙参照
５）那覇西RC訪問　助成金について　　　……承認
　  訪問日：１２月17日～ 19日
　  参加者：丸山・吉田・宮脇・本坊・小福田・石塚・椨・池畠・
　　　　　  川路　各会員
　  同伴者→石塚妙子様・椨　烝子様
　　　　　　　　　　　例年通り
６）下期会費請求について（別紙）……承認
　  ・４０周年記念式典登録料
　  ・地区大会参加費…参加各会員に請求
７）情報集会日程について
　  平成２９年２月１日（水）～２月１４日（火）の2週間で開催
　  テーマは「理事役員のありかたについて（仮）」
８）鹿児島東RC創立３０周年記念式典　について
　  日　 程：平成２９年２月４日（土）　16：00 ～　山形屋
９）クラブ定款細則の改定について（添付資料）
　　資料参照　　細則作成し理事会承認後会員へ説明予定
１０）その他
　①次回理事会について
　　平成２９年１月１１日（水）　13：30 ～　於：サンロイヤルホテル　トリアン
　②出席免除会員の申請
　　稲葉会員と尾立会員より出席免除会員申請あり…承認

12月定例理事会議事録12月定例理事会議事録 会議名
場　所
日　時

出席者

欠席者

定例理事会
山形屋７F　開聞
平成28年12月5日（月）
例会後　～　
丸山　修・青﨑　彰
吉田健朗・深野木信
田中和俊・橋元　隆
新名主聡・宮脇謙舟
宇都和治・小福田博　　
川畑英樹・高岡和也

12月5日のスマイル  小計 16,062円　2016～2017年度　累計 498,612円

●本坊　修君／お誕生祝い有難うございます。１２月１８
日で７２才になります。
　昨日のランニング桜島で１０㎞の部に参加しました。５
６分台でまずまずでした。終了後若手社員と飲み会で懇親
を深めました。
●宇都　和治君／誕生日祝い有難うございます。子のたま
わく　「七十にして心の欲する所に従えどものりをこえず」
今までも、これからも「従心の心」で母ちゃん孝行に励みま
す。
●逆瀬川　尚文君／誕生日祝い、ありがとうございます。６
５歳になります。この節目に「これからは清く、正しく、美し
く生きていきたい」と思います。そう妻に話したら「気持ち
悪い」と言われました。残念です。
●深野木　信君／私は今、刑務所等を仮出所・満期出所した
方で、すぐに自立更生できない人たちを国の委託を受けて
一定期間保護し社会復帰を助ける、更生保護施設草牟田寮
の理事長を務めています。その寮での再犯防止の取り組み
がNHKの取材を受けました。明日の夕方６時１０分からの

「情報かごしま」のどこかで５分程度放送される予定です。
MBCの「昭和のふるさと」の時間までには終わるはずですの
で、是非ご覧いただき、更正保護事業にご理解とご支援をい
ただけますようお願いいたします。
●中間　貴志君／誕生日祝いをいただき、ありがとうござ
います。１２月１日に４３才になりました。子供が３才と２
才、まだ先が長いので、体に気をつけて頑張ります。
●R財団委員会／先週月曜日にごはんの時間にて開催され
たラウンドテーブルの際、集めたお金をスマイルします。出
席者は順不同で丸元、池畠、尾辻、吉田、川路、青﨑、丸山、是
枝、尾堂各会員でした。
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会員卓話＝丸山　修君・吉田　健朗君
「会長・幹事　上期を終えて」

次 回 例 会　平成28年12月19日（月）

ロータリーソング：「奉仕の理想」
職業宣言唱和：１・２
食事：「米山ランチ」　　
会長挨拶：会長　丸山　修君
誕生日お祝い：中間　貴志君（１日）　逆瀬川　尚文君（８日）
　　　　　　　本村　嘉啓君（12日）　宇都　和治君（17日）
　　　　　　　本坊　修君（18日）　　上野　尚美　（19日）
会務報告：幹事　吉田　健朗君
１）本日の配布　　①月信12月号　　②フォーラム資料
２）本日定例理事会　例会後　於：開聞
３）市内RC会長・幹事会
　　12/６（火）　18：30 ～　東急REIホテル
　　参加者⇒丸山　修君・吉田　健朗君
４）IM開催
　　12/10（土）　13：30 ～　黎明館講堂
　　参加者⇒丸山・田中・高岡・新納　各会員
５）RCC例会　
　　12/11（日）　11：00 ～　鹿児島市中央公園

　　指名出席者→福山・濵薗・肥田木　各会員
６）１/11（水）　新春合同例会　12：30 ～　於：サンロイヤルホテル
　　※出欠まだの方、事務局までお知らせください。
７）次週　12/12（月）例会プログラム　「年次総会」 
出席報告：出席委員会
スマイルボックス：親睦委員会
委員会報告：親睦委員会　忘年家族会案内　
３分間情報
職業奉仕フォーラム
　　職業奉仕委員長　田中　和俊君
　　テーマ　「職業奉仕について」

第1836回例会
前々回（11月21日）の補正
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41名
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76.36%

出席報告 会員数 出席数 出席率

る。
【グループディスカッション】
〇　ご自分の職業についてご解説ください。
〇　その職業を選んだ理由とその職業が天職であると思っ

ているかどうかをお話ください。
〇　職業を通じての奉仕と職業への奉仕について討論しま

す。自由にご意見をお話しください。
〇　最後に、将来いかなる形で職業奉仕と取り組むか、職

業上の夢をお話ください。 お誕生日祝いお誕生日祝い


