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例会日

例会場

毎週火曜日

㈱オオガノ内 ２Ｆ

栃木県佐野市葛生西

1-3-34

TEL 0 2 8 3 ( 8 5 ) 4 4 5 1

2010～2011 RI 会長ﾃｰﾏ

葛 生 R C 会 長 ﾃ ｰ ﾏ

「地域を育み、大陸をつなぐ」 レイ・クリンギンスミス

「５０年の思いを、地域に発信 」 谷 和 文

副会長 奥澤松利 幹事 岩崎昇一郎 副幹事 関口文雄

2010～2011 第 2411 回 22.10.5 例会場 於：㈱ｵｵｶﾞﾉ内 2F PM 12：30～

葛 生 ＲＣ ホームページアドレス http://www1.ocn.ne.jp/̃kuzuu-rc/ メールアドレス kuzuu-rc@luck.ocn.ne.jp

先週 9 月 26 日地区大会が行われ、多くの会員の参加をいただきありがとうございまし

た。前日の 25 日には宇都宮グランドホテルで、会長・幹事地区セミナー、そしてＲＩ会

長代理ご夫妻ウェルカムパーティーがジャズの街宇都宮らしくジャズバンド演奏が行わ

れるなか、贅沢に行われました。地区大会ではＲＩ会長代理・道下俊一様ご挨拶のなか、

医師である道下先生の 47 年もの長き間、僻地医療に尽くされた体験談は涙なしには聞く

事ができない感動の時間でした。その後、壬生中学校・南犬飼中学校生徒による合同吹

奏楽そしてプロ４人による演奏とすばらしいものでした。午後からは本庄ロータリーク

ラブ第 2570 地区パストガバナー高橋福八様の「思えば叶う」も、なるほどと思わせるよ

うな実体験に基づいた説得力のあるお話でした。多くの方に感銘を与えたのではないで

しょうか。

また別室では夏期交換学生の報告会が行われており、葛生ロータリークラブ推薦の「中

田みのりさん」のプロジェクターを使った発表はすばらしいものでした。各種表彰の財

団表彰では、代表でいただき緊張をしましたが、受賞は会員皆様のご協力の賜物と心か

ら感謝いたします。これで公式訪問・地区大会が終わり、いよいよこれからは５０周年

記念事業に向けて頑張ってまいります。皆様のご協力よろしくお願いいたします。

結婚祝 小林祥郎君、小曽戸健治君

誕生祝 坪内 馨君

地区功労賞 小林祥郎君

会 員 表 彰

会 長 挨 拶



100％財団の友・毎年あなたの

昨年の功績を認められＲＩ賞

・米山奨学会寄付金の税制上

・10 月のプログラムが各クラ

今月のロータリーの友の中に

少し違った観点から話をさせて

は、「ロータリーの会員は、その

である」と書いています。

つまり、職業奉仕はロータリ

業を通じ社会に貢献することの

あげるために、日常の仕事の中

と話しております。

また、ロータリアンの不祥事

りますが、つい先日は特捜検事

るかと言葉を失います。自分の

います。

かつて、特捜の鬼といわれた

から司法試験に合格し、３０代

巨悪をえぐる組織を築いた特捜

日新聞の天声人語に載っていま

見を述べさせよ」②「無理な譲

ている。その河井の最後の職場

ある。検事全体の３％と言われ

てほしかった。功を焦った部下

パーキンスらは、1914 に年職

サンフランシスコ大会において

が、1980 年宗教的理由から、ふ

内容は一読の価値がある。これ

ものである。

さて、お手元に配布した道徳

仕の理念を持っている唯一の奉

イオンズクラブのもので、彼ら

はなりません。ただし、ロータ

り、職業奉仕を実践した結果得

従って、ロータリアンが受益

のが職業奉仕であると誤解する

シェルドンは、「自分が、人か

げなさいという哲学的教義と、

幹 事 報 告

卓 話

会 長 報 告

「私の職
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の 10 ドルクラブの表彰ということで、

賞をいただいております。

上の優遇措置についてきております。

ラブからきております。

に職業奉仕に関する特集が組まれていま

ていただきます。まずロータリーの創始

の一人ひとりが自分の職業とロータリー

リアンの一人ひとりが職業に携わってい

の基本として、「他の人にもう少し優しく

中に何ができるだろうか？」の基本とし

事には何とも言えぬ不快感に襲われるこ

事の証拠改竄という前代未聞の事件に、

の職業にどんな思い入れがあるのだろう

た河井信太郎という検事がいました。苦

代で東京地検特捜部に加わり疑獄事件や

捜部の育ての親である、と言われていま

ますが、彼は「上司の心得」として、①

譲歩や妥協は求めるな」③「信ずるより

場は、大阪高検であり、今回の特捜部長

れるエリートの集団である特捜ぐらい河

下をかばい組織ぐるみでなした罪は重い

職業奉仕理念を具体化するため「道徳律

て採択された。この倫理訓は、多くに支

ふさわしくないということで解除されて

れは、我々の共通の人間性に基づく思い

徳綱領と呼ばれるものがあります。ロー

奉仕クラブと考えるのは軽薄な考えであ

らもこのような立派な倫理基準を持って

タリーの職業奉仕理念は、その受益者が

得られるものが、高い道徳水準であるこ

益者になる職業奉仕の実践を怠って、高

ると、ロータリーとライオンズの区別が

らしてもらいたいなと思っていることを

He profits most who serves best．は

職業奉仕」 坪内 馨君

ます。また、今日は

始者ポール・ハリス

ーの理想とを結ぶ環

いるなかで、自ら職

くなり、力になって

て日々実践である。

ことが多い昨今であ

世も末ここまであ

うかとその神経を疑

苦学して中央夜間部

汚職事件を手がけ、

す。10 月 3 日の朝

①「部下には十分意

り確かめよ」と残し

長は、大学の後輩で

河井の遺志を継承し

。

律」を作って、翌年、

支持され信じられた

てしまったが、その

いやりを心に留める

ータリーが、職業奉

あります。これはラ

ていることを忘れて

がロータリアンであ

とです。

高い道徳水準そのも

なくなってしまう。

を、まず人にしてあ

は同義語だと述べて



いる。

職業奉仕とは？ 自らが

の満足度を優先しつつ、

すれば、その真摯な態度が

り、新規の客を紹介して

継続的に発展してゆく。そ

はずであり、職業奉仕は職

て高い職業倫理とつながる

なかなか我々にとっては

基づき天職を通して世のた

瀬下ガバナーは、相手の立

り、すなわち誠意を尽くす

はなく、満足感を与えよ

は企業の大きな目的である

ンは、自身の職業を見直

一会員制が活きてくるはず

けられる。そういうことが

お手元に配布した資料の

ータリアンの職業宣言でご

私は、現在職業を通じて

年からやっております。調

制度である。民事紛争（宅

事調停と家庭内の紛争（親

特に離婚請求及び土地建物

ければならないという調停

ご承知のように、訴訟

用して判決をする。すなわ

律の枠がはめられる。重要

左右されやすいということ

結果的には、一刀両断的

勝負であっても、51％に軍

ない場合がままあります。

残り、国の裁判制度への不

解決が模索される傾向にあ

は非常に多い。したがって

て解決する事件とこの訴訟

いで解決をみています。

調停の目的とは、民間人

える場をもって合意をして

ことが、調停委員会に課せ

戻って考えれば、職業奉

理解してもらって、喜んで

それぞれお持ちになってい

会社経営をしていかなけれ
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が儲けるために職業に就いているという

自らの職業を通じて他人に奉仕するとい

が顧客の心をとらえてリピーターとして

くれるはずで、その結果大きな利潤を得

そしてその結果としてその事業所は高い

職業倫理を高揚することではなく、職業

る。と言っております。

は難しいことでありますが、要はシェル

ため人のために尽くすことが職業奉仕で

立場になって誠心誠意考えること、これ

すことと言っております。具体的には、

うとすることが大事である。仕事を提供

る。倒産させたらみんなのためにならな

し友人の意見を求めてみるべきだ。ここ

ずだ。自分たちの職業と違った目線で話

が私たちには大切であると考える。

の３枚目ですが、これはロータリーの職

ございます。ぜひご覧ください。

て社会に貢献するいうことで、足利裁判

調停は、訴訟・裁判とともに司法制度と

宅地建物、農事、商事、交通、一般民事

親子、夫婦、兄弟等）を解決するための

物地代借賃増減額請求は、訴えを提起す

停前置主義がとられています。

・裁判は、いろいろと証拠調べをして事

わち、勝ち負けを決めるのが訴訟という

要な要素は、裁判官がどちらが正しいそ

とです。

的にどちらが勝つので、「四分六」などは

軍配が上がり 100 パーセント勝ちとなる

この 49%の当事者が、判決で全面敗訴と

不信感につながる。そこで裁判では、判

あります。当事者双方が譲り合いのもと

て、当初より話し合いで物事を決めてゆ

訟の和解解決事件を合わせると、日本で

人の参加によって当事者が自分の言い分

て解決していくことであります。これら

せられた職務であります。

奉仕とは自分が持っている職業を通じて

でいただけるようなものを作っていける

いる職業を大事にしながら継続させて、

ればならないと思います。

う考え方を捨てて、顧客

いう考え方で事業を経営

て何度も事業所を訪れた

得られるとともに事業は

い職業倫理を持っている

業奉仕の実践の結果とし

ルドンは、奉仕の理念に

であると説いています。

れが職業奉仕の根幹であ

買い手に物を売るので

供し、人を幸せにするの

ない。私たちロータリア

こでロータリーの一業種

話が聞けるし、指摘も受

職業奉仕関する声明とロ

判所の調停委員を平成８

として国民の権利を守る

事）を解決するための民

の家事調停があります。

する前に必ず調停を経な

事実認定をし、法律を適

うことになり、当然に法

そうだという事実認定に

は元より、49%と 51％の

るので実情感覚にそぐわ

としては当事者に不満が

判決ではなく和解による

とに和解で解決する事件

ゆこうという調停を通じ

は紛争の約 70%は話し合

分をなるべくきいてもら

らの目的達成に努力する

て如何に相対する人達に

るかということである。

企業倫理を十分高めた



本日の出席
会員数 義務

39 名 2

本日の欠席者 丹波 馬場 吉

前回の出席

(修正)

前例会日

9/21

・アシス

谷 和文
地区大会に

おかげ様で

岩崎昇一郎君
9 月 26 日地

本日は、会

野部栄一君 いよいよ米

小林祥郎君

結婚祝をい

又、地区よ

皆様の御協

坪内 馨君 誕生祝を頂

中川藤外志君
一人娘が来

た。お父さ

小曽戸健治君 結婚記念品

新田 実君 妻の誕生日

他クラブ

例会場案内

田沼ＲＣ

佐野東ＲＣ

佐野ＲＣ

岩舟ＲＣ

会報委員長

ニコニコＢＯＸ報告

欠席の連絡
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出席者数 欠席数 事前メーク

27 名 3 名 1 名

吉澤(慎)会員

欠席数 事前メーク 修正

4 名 1 名 8

スタント 関塚 TEL ８４－１０３

・例会場 (当日連絡の場合) TEL ８５

には多くの会員に出席いただきありがと

で、無事終了いたしました。

地区大会に多くの参加をいただきありが

会長とロータリー杯ゲートボール大会に

米山月間です。どうぞ宜敷くお願致しま

いただきまして有難うございました。

より表彰されましたが、お役に立てたか

協力のおかげです。

頂いて。卓話を聞いて頂いてすみません

来年希望する研究室に大学院生として

さんはマダマダラクができません。

品有難うございました。35 年目になりま

日を祝って頂きありがとうございました

木曜日 12:30～ 道の駅 ど

水曜日 12:30～ レストラン大

月曜日 12:30～ ホテルサン

火曜日 12:30～ 岩舟会館

丹波紀征 副委員長 齋藤孝之

新 田 委 員 長

出 席 状 況 報 告

福 島 委 員 長

出席率

92.1％

正出席率

9.5％

２（サムディー）

５－４４５１

うございました。

がとうございます。

出席して来ました。

す。米山委員長

かどうか？

ん。

進学が決まりまし

ます。(妻に感謝)

。

どまんなか田沼

大津栄

ンルート佐野


