
今週の例会（2019年12月13日）

■ プログラム

■ 祝　誕生日
中　　透（16日）
八木　秀富（19日）

楠本　竜也（６日）
前山　佳司（７日）

１２月８日（日）天野山カントリークラブにて、
ＩＲＣゴルフコンペを開催しました。

・12月27日：定款の規定により例会休会
・1月3日：定款の規定により例会休会
・1月10日：新年会長挨拶

・12月20日：忘年クリスマス例会
　　　　　　（ホテルきららリゾート関空）

卓話講師　　大阪府立すながわ高等支援学校
首席　田中　文隆　様
「すながわ高等支援学校について」

■ 今後の予定

奉仕の理想

■ 今月のロータリーソング
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ロータリーは世界をつなぐ
2019-2020　ＲＩ会長 マーク・ダニエル・マローニー　泉大津ロータリークラブ（創立1956.5.4）

きよしこの夜　　星は光り
すくいのみ子は　み母の胸に
眠りたもう　　　夢やすく

聖夜
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Izumiotsu Rotary Club

週報　第3056回
会　長　中　　 透　副会長　上田 秀朗
幹　事　杉本 憲一　ＳＡＡ  瀧谷 　達

例会場　　ホテルレイクアルスターアルザ泉大津
T E L　　 0725-20-1121
例会日時   毎週金曜日 12：30～13：30

泉大津ロータリークラブ

今月の歌

■ 次週のプログラム

■ 先週の例会
会長の時間

中　透　会長

に挙がっていた中村哲医師がアフガニスタンの
ジャララバードで銃撃され亡くなりました。
　福岡出身で九州大学医学部を卒業され、まず精
神神経科で勤務し、患者の話を聞き続け、相手に寄
り添うようにしてその人の気持ちを理解しようと
努めることを習得。
　後にアフガンニスタンで文化も風習も異なる人
たちと接する際、大切なのは彼らの生きる世界を
受け入れ、自分の価値観を押し付けないこと、勝手
に白黒をつけてしまうことが様々な問題を生む。
そう考える癖がつきました。
　最初はハンセン病の治療のためパキスタンのペ
シャワールで医師の仕事をしていましたが、薬で
は彼らを助けることが出来ない現実に直面しまし
た。
　2000年代の干ばつで水が無い、食べ物が無い中
で子供たちがどんどん亡くなっていくのを、呆然
と見ているしかない現実です。
　彼は医師でありながら農業分野にまで拡大し、

今年度の活動計画では、
•職業上の高い倫理基準
•役立つ仕事はすべて価値のあるものという認識
•社会に奉仕する機会としてロータリアン各自の職業を高潔なものとすることを奨励

「アフガンと共に中村哲医師」
　週末は最高気温8～ 9℃の寒
波が来るようです。体調を壊さ
ないように十分気を付けてくだ
さい。
　12月4日ノーベル平和賞候補

■ ニコニコ箱
・小門さん、クラブアッセンブリーよろしくお
　願い致します（中）
・小門理事、クラブアッセンブリーよろしくお
　願いします（杉本）
・小門理事、クラブアッセンブリーよろしくお
　願いします（瀧谷）
・今年も一年、皆様のお世話で例会に出席出来
　ました（平山）
・誕生祝ありがとうございました。いよいよ後
　期高齢者のお仲間になります（深井）
・早退のお詫び（丹農）

累計
ニコニコ箱合計

332,000円
12,000円

榎本（11/27 Rotary Ｅ-Club Sunrise of Japan）
泉谷（11/29 親睦活動委員会）
松村（11/8 会員増強委員会）

■ メークアップ

委員会報告

幹事報告　　　　   杉本　憲一　幹事

■ ビジター

■ 出席報告 会員数41名 出席免除0名

85.37％

月日 出席率出席数 欠席 補充

12/6 36名 5名 ― 87.80％

11/22 32名 9名 3名

○メールボックスに、ロータリーの友１２月号
　を入れさせて頂いております
○地区よりオンツー・ホノルル国際大会ご参加・
　登録のご案内がきております。事前登録に関
　して、１２月１５日までに登録される方は　
　＄４５０、１２月１６日～２０２０年３月３
　１日までに登録される方は＄５５０です。興
　味ある方、参加したい方は、直接オンツー・ホ
　ノルル委員長までお問合せ下さい
○本日、理事役員会を「割烹 吉野」にて１９：１
　５から開催します

理事会構成メンバーの方には、定款・細則の改
正（案）を、年末年始の間にお目通し頂いて年が
明けてから本格的な議論に入りたいと思ってお
ります
　　　　　　　　　　　（上田　秀朗　副会長）

現地の人と1600基ほどの井戸を掘り、「緑の大
地計画」として、2003年から灌漑用水路を東部
を流れるクナール川周辺で作り、福岡市の半分
くらいの約16500ヘクタールを肥沃な土地に蘇
らせた。
　現在も用水路を拡大中に今回の惨劇に遭っ
た。用水路は現地の人に雇用を生みアフガニス
タンのGDP最低レベルの支えになっていた。
　惜しまれる死である。

なし

「職業奉仕 と ロ ー タ リ ー」先週のプログラム

職業奉仕担当理事　小門　茂樹

■ 祝　誕生日

■ IRCゴルフコンペ開催
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し、育むことが求められている。
職業奉仕は、事業および専門職務の道徳的水準を
高め、品位ある業 務はすべて尊重されるべきであ
るという認識を深め、あらゆる職業 に携わる中で
奉仕の理念を実践していくという目的を持つもの
である。
会員の役割には、ロータリーの理念に従って自分
自身を律し事業を 行うこと、そして自己の職業上
の手腕を社会の問題やニーズに役立 てるために
応えることが望まれる。

ロータリーの原点を考えるとき、職業人のクラブ
であり倫理性を大事にし、会員同士例会を通じ自
己を高め、寛容の精神で友人になり 社会のために
奉仕する団体です。

以上のことから、職業奉仕の概念を大事にし、クラ
ブと会員両方の役割、具体的な実践活動の方法を
模索し推進したいと考えます。
と記させて頂きましたので、活動計画に沿って進
めたいと考えております。

職業奉仕を調べてみると次の様な事が記載されて
いました。 「ロータリークラブの活動の根幹とな
るのは、「職業による奉仕」です。 
これはロータリークラブ発足の原点となった部分
で、お互いに信頼 できる公正な取引ができる人間
関係を築き、「そのままプライベー トでも同じよ
うに良い関係であるようにしよう」と言うもので
す。

そのために自身の職業のスキルを磨き、クラブ内
外問わず仕事を通 じて地域に貢献すること。

奉仕と言う言葉を使うと少し難しいですが、簡単
に言うと、「自分 の仕事に磨きをかけ、より質の高
い仕事を提供する」と言う解釈が 分かりやすいと
思います。

会員同士で親交を深め、信頼できる仕事で貢献し
あう。
大事なことは、ロータリアン同士がまず理解しあ
うよう、そして仕事をお願いできるよう、親交を深
めることです。 

一般社会で行う事と何ら変わりはありませんが、同
じ組織に所属しているということで、お互いを理解

しやすいことがロータリーのメリットと言えます。

信頼を築いた会員内で、新しい仕事が増えること
でしょう。 それは会員同士での仕事にかかわら
ず、会員が地域の仕事を紹介してくれた際でも、自
分の最高の仕事をそれに提供することによって 
職業奉仕が達成できたと言えます。

対会員だけに関わらず、日々自分の職業スキルを
磨き、それを発揮できる環境を作ることが職業奉
仕の準備であり、それが仕事として達成できたと
き、職業奉仕が全うできたと言えることでしょう。

職業スキルを磨き、より親交の輪を広げできるだ
け多くの地域に貢 献することが、より良い職業奉
仕活動となる」とありました。

泉大津 RC に当てはめるとどうでしょうか?
私は入会時JC等の先輩方もおられる中存じ上げ 
ない方もおられ、皆さんと中々親しくなれなくて、
例会にもただ参加しているだけで、 例会に行くの
にも行きにくいなというような状態が続いまし
た。
1年だけ参加して自分に合わなければ退会しよう
とも考えていまし た。

その時期同じように例会に於いて寂しいと感じて
いると松村会員が 話していて、それではと声を掛
け合い例会に参加するようになりま した。
そこで 、RCの分からない事や知りたいことを聞 
きあうようになり、 段々とRCの事 が 分 かる様 
に なるとロータリアンとしての気持ちも少しず
つ出てきて、徐々に例会に参加しようという気持
ちになって来ました。

その事が非常に嬉しかった記憶があります。
この事が無ければ私は退会していたかもしれませ
ん。 
RCについて分からない事を聞いてみても明確な
返事が無く、ロータリーってなんやろ?と考えて
いた時に、最初の家庭集会があり、そこで中島名誉
会員に失礼ながらお話を伺いました。

大変失礼な質問だったかもしれません。ロータ
リーの疑問でした。 「ロータリーではスーツやブ
レザーで皆さんが参加されていますが 何故その
ようなスタイルでなくてはいけないのですか?何

故作業着ではだめなのでしょうか?」と質問しま
したら中島さんはこう言いました「作業着でもい
いよ!忙しい中例会に参加する事は大変な事だろ
うから、時間が無い時はいつもの服装でもいいと
思うよ!でもね例会にはお客様もいらっしゃる事
もある。その時に正装して失礼の無いようお迎え
出来るようにするのもロータリアンだと思う。全 
ては相手の為なんだよね」とおっしゃいました。 
そのお話を伺った時に衝撃を受けました。 
自分が恥ずかしかったです。

全ては相手の為、この気持ちが会員同士の親睦を
深め理解しあう、 そこから仕事を通しての付き合
いにまで発展していくという事です。
その先には職業奉仕という事を学び理解する事が
大切になってくると思います。

職業奉仕を調べているとこういう説明が有りまし
た。 
　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。 
ロータリーが倫理運動であるが為に、古来より
色々な原理原則が生 まれてきたようです。

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。

このように言うと、職業奉仕は難しいと言われま
す。 
確かに理解に苦しむような点があります。まず、
「ロータリー運動 は倫理運動である」の「倫理」と
いう言葉ですが、この言葉が解か らなければ、こ
れからの話が全く理解できなくなります。

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。

「職業奉仕において何が難しいのか、どこが難解な
のか」。このように質問させていただいた時、皆様
方のほとんどの方が、何が難しいのか、どこが難解
なのかさえ解からないものと思われます。

職業奉仕と社会奉仕をどのように区別するのかと
いう問題、それは 「自分の職業を通して社会に奉
仕するのが職業奉仕である」という言葉であり、こ
のように思われている方が非常に多いのです。

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のかと
いうとそうではありません。

ではどのように区別するのか。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」で あ
りましょう> 
<奉仕活動によって、受益者が自分自身の場合は
「職業奉仕」であ りましょう>これで説明を終わっ
てしまうと何がなんだか解からな くなってしま
います。そこで、受益者が誰であるかを説明し、理
解 するために、実例を示すのがもっとも解かりや
すいのではないでしょうか。

泉大津RCでも川端徹会員が行っております認 知
症サポーターも素晴らしい職業奉仕です。
自らも内科・神経内科として活躍している中、泉
大津のだんじり祭 り関係者から始まった認知症
サポーターの輪は大変大きな輪になり 現在では
泉大津市でも推進している大きな輪になりまし
た。 これは素晴らしい社会奉仕になります。

次に、この奉仕活動において、自分自身が受益者に
なるのはどういう場合でしょうか。それは認知症
を持つ家族が川端会員に対してどのような感情を
持つのかです。自分の職業を通して認知症患者の
支 えというものを考え、自分で何が出来るのかを
考えて行ったこの認 知症サポーター活動は、認知
症を持つ家族は、川端会員に対し、尊 敬の念を持
つのに違いありません。それと同時に、川端会員
は、信 用と信頼を「認知症サポーター」という奉仕
活動で、自分自身が得 るのです。これはお金では
決して得ることの出来ないものです。

また、杉本会員は繊維業という仕事のほかにも飲
食業も営んでおられます。 
例会時に「餃子要らんか~!餃子要らんか~」と声を
かけて頂きます。
これは一見すると例会時に商売をしているのでは 
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ないか?とも思い がちですが、よく見てみますと
通常では購入できない価格で提供して頂いてい
る、これは商売を考えないで皆さんに奉仕して頂
いているという事ではないでしょうか?

　この奉仕活動で受益者は購入した皆さんです。
ではこの奉仕活動において、自分自身が受益者に
なるのはどういう場合でしょうか。 それは餃子を
購入した本人とその家族が杉本会員に対してどの
よう な感情を持つのかです。

自分の職業を通して家庭のお財布状況の支えとい
うものを考え、自分で何が出来るのかを考えて
行ったこの餃子の特別販売活動は、食べ盛りの家
庭を持つ奥様方は杉本会員に対し、尊敬の念を持
つのに違いありません。

私もその活動に共感し、前回の時に大量に購入さ
せて頂き、現在冷 蔵庫にはまだ焼き飯が沢山ある
状況で、毎日の献立を考える主婦か らすれば非常
に助かる一品になるはずです。

社会奉仕をすることによってその地域の人々、地
域社会から「尊敬と信頼と信用」を自分自身が得る
のです。 
そして自分の職業がその反射的効果として繁栄す
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、以上のように「一対」のも
のであると考えてもよいのではないでしょうか。
 「最も多く奉仕する者、最も多く報われる」という
言葉をご存知でしょう。

「職業奉仕」という言葉の問題「職業」とはお金を儲
けるための手段です。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」とは世のため人のため のも
のであって、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かりにく
いのです。

この言葉は完全なるロータリー用語であり、辞書

には載っていませ ん。そして、「職業奉仕」という
言葉は、「職業」すなわち金を儲けることであり、
「奉仕」すなわち世のため人のために尽くすことで
す。つまり、ロータリーの職業奉仕とは、「職業を営
むこと(金を儲けること)が、世のため人のための
奉仕となる」と言っているのです。

ここが職業奉仕にとって一番難解な点です。 
そこで、この問題を理解するために、職業を営む心
(金を儲ける心 も奉仕の心(世のため人のために尽
くす心)も同じ一つの心である と思ってくださ
い。そして、この一つの心とは、すなわち「世のた 
め人のために奉仕をする心を持って職業を営むべ
し」と考えます。

この言葉は何を意味しているのかというと、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、人をだまして金儲けをし
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。

職業奉仕とは、職業倫理の運動です。これが最初に
述べた「ロータリー運動は倫理運動である」という
言葉の意味です。すなわち「ロータリー運動は職業
倫理を追及する運動である」ということです。

ロータリーにとって職業倫理は基本的な考え方で
あり、ロータリー の哲学でもあります。

この内容を読んで、私は職業上の高い倫理基準と
いう事で自己の職業の質を高めていこうと考え、
改めて自分の職業について再考する 時間を持ち
ました。 
それは、お客様が求めている事に対してどれだけ
の満足度(CS)を提供するかという事と思います。
それにより、より一層自己の職業の質を高めると
いう事です。

私の職業は自動車の販売・修理やお客様のニーズ
に合った要望をかなえていくという事で、修理や
メンテナンス、カスタムを受けていく中で、自動車
の乗り換えという事も良くあります。

古くなったから新しい車種に乗換を考える方や、現

在気に入った車 種が無いので程度の良い気に入っ
た中古車が欲しいという方もいらっしゃいます。

そういう場合は皆さんどうされますか? 
自動車屋さんに連絡して探したり、自分で中古車
情報を見て探したりしますよね?

現在では簡単にネットで購入も出来ます。但し自
動車の状態が分かりませんよね?

実際に個人売買などで購入出来るネットオーク
ション等で購入して 失敗したという声も良く聞
きます。

我々自動車中古車業界で一番怖いのがネットオー
クションです。 
自分の会社では売りにくい(売れない)自動車、例
えば走行距離を巻き戻している車両や、事故車・
ニコイチ車両などです。

ネットオークションは基本的には個人売買なので
その部分はリスクを伴っているというのが前提に
なりますが、沢山のネットオークションに慣れて
しまって麻痺しているような状態です。

キチンとした自動車販売会社では同じような車両
でもネットオークションでは安く買える!そこが
おかしいと気づかないといけない所です。

今年度の職業奉仕委員会では泉大津にあります自
動車のオートオークション会場を職場訪問したい
と考えております。

自動車がどのようにオークションに出品されて落
札されるのか、その自動車の評価をどうしている
のか?落札された自動車はどこに行くのか?とい
う事も含め見学できるように打ち合わせしており
ます。

通常では会員だけしか入れない内部や、自動車が
どれくらいのスピードで落札されていくのか?皆
さん興味はないでしょうか?

ここで質問です!
1台落札されるのにどれくらいの時間で落札され
ると思いますか?

平均ですが 、1台5秒~20秒程度です。
えっ ?って思いましたか? 
そんな時間でどうやって見極めるの?と思いませ
んか?

そういう内部の仕組みを皆さんに見学して頂き、
自動車がどのように流通していくのか?

オークション会場の周りには貿易会社や輸出する
為のヤード(車両保管場所)もあり、泉大津でこう
いう事業もあるのだという事も 含めて見学頂け
ればと考えております。


