
・点　鐘　半田会長

・ソング　我等のなりわい�

・卓　話　中里協弘様�

【会長報告】

　税理士会の一般教養研修でのお話です。よ

く「ご苦労様」と言います。使っている本人は

「有難う」「お疲れ様」の意味を込めているかと

思うのですが、昔で言えばこれは殿様が家臣

に向かって遣う言葉。地位が上の人や年長者

が、下の人、年少者に言う言葉なのだそうです。

それを肌で感じて遣い分けしているのが子ど

もや孫。父母や祖父母に向かって絶対に「ご苦

労様」は遣わない。これが“肌で感じている言葉”。

本心と表現が違っていると「何だ？」と思われ

ることになるそうです。

◎吉島一良会員にマルチプルフェローバッチ

　贈呈（拍手）�

【幹事報告】

・３／５所沢ＭＵＳＥにてＩＭ開催。演劇に半田

　会長が出演。

・小池英輔パストガバナー（行田ＲＣ）１０／７

　ご逝去。謹んでご冥福をお祈り致します。

◎例会変更のお知らせ�

◇所沢中央ＲＣ�

・１１／１（月）通常例会（振替休会としましたが変更）

　１０／３０・３１市民フェスティバル参加�

【委員会報告】

◎雑誌委員会　　　　　　　　　　　杉田君

　第３が夜間例会のため、第４例会に「友」配

布と記事紹介を致します。

◎親睦活動委員会　　　　　　　　　藤原君

　１１／１６飯能グリーンカントリー、ゴルフコ

ンペは７時半集合。組み合わせ表を配布。大勢

の参加、有難うございました。

◎親睦活動委員会　　　　　　　  神田（敬）君

　夜間例会用バスは飯能駅南口１５：３０発。

【出席報告】

【Ｍ　　Ｕ】

１０／１２（日高）橋本君

【結婚・誕生日祝】

◇金婚式おめでとう。　　　　　平沼雅義君

◇入会記念日おめでとう。�

　大河原君、神田（敬）君、前島君

◇結婚記念日おめでとう。�

　神田（敬）君、山岸君、小谷野君、吉澤君、

　大附君、馬場君、神田（康）君、山川君、

　半田君、間邉君

◇会員誕生日おめでとう。�

　２藤原君、２１中里（忠）君、２３市川（昭）君、

　２６塩野君

◇夫人誕生日おめでとう。�

　３塩野夫人、６大木夫人、７島田夫人、

　１５大河原夫人、２６間邉夫人、２７雨間夫人

【ＳＡＡ報告】

◎ニコニコＢＯＸ�
・本日は卓話でお世話になります。よろしく
　お願い致します。　　　　　　中里協弘様�
・中里委員長、今日は卓話有難うございます。
　お土産まで頂き重ねてお礼申し上げます。
　　　　　半田君、安藤君、和泉君、田辺君�
・金婚祝、有難うございます。　　　平沼君�
・中里様、本日はお世話になります。
　　　　　　　  中里（昌）君、新井君、前島君�
・入会記念、有難うございます。　　前島君�
・結婚祝、有難うございます。大附君、神田（康）君
　  半田君、間邉君、山岸君、馬場君、神田（敬）君�
・お蔭様で新築中の家も無事完成しました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　杉田君�
・事務局長に任命されておりました、史上初の成年後見法
　世界会議は、柳田法務大臣はじめ、１６か国から５００名の
　参加を得て閉幕し、おかげさまで、大成功との評価をいた
　 だき飯能に戻りました。ひとえに、ロータリーにおけるご指
　  導の賜物であり、心からお礼申し上げます。　　    高橋君�
・誕生日祝、有難うございました。  藤原君、塩野君�
・家内誕生日祝、有難うございました。
　　　　　大木君、島田君、間邉君、塩野君�
・ビバチリ！一人目の救出を見ていて遅れま
　した。　　　　　　　　　　　　　増島君�
・早退。　萩野君、小崎君、小川君、吉澤君�
本日計９３，０００円、累計額３９５，６２２円。

【卓　　話】

講師紹介　　　　　　　　前島職業奉仕委員

　東松山ＲＣ、０４―０５年度第４２代会長。６９歳。

同じ職業分類、日頃からお世話になっています。

　前島さんとは４０年のお付き合い。結婚式に

は素晴らしいお酒を飲ませて頂きまして、こ

れも“商い”かなと感じております。

　職業奉仕は今年度、橋本部門長の下「職業奉

仕」「高校生社会体験活動」の２委員会で活動。

グループ毎に集まり、仕事のこと、悩み等を基

に職業倫理を勉強する方針です。第３グルー

プは９／１１東武ホテルでセミナーを開催。会長、

前島委員に出席頂きました。常日頃どういう

ことを考え仕事をしているか等、皆さんが発

言された素晴らしい研修会でした。

　叔父が政治に関わっていたので青春時代は

選挙ばかり。結婚して男の子が２人出来ると、

曲がっちゃいけないというので「礼」を教える

ため旗日には国旗掲揚の授与式をやりました。

天皇誕生日に「誰の誕生日にこれを揚げるの？」

と長男が言うので「天皇の誕生日だ」と答える

と「僕の時はどうするの？」。ああ、素晴らしい

ことを言うなと思ったものですから「よしっ！

じゃあ、宗光の時にも揚げよう。ユキミツの時

にも揚げよう。そしてお祖父ちゃん、お祖母ち

ゃん、お父さん、お母ちゃんの時も揚げよう！」。

だから、私の家には年中、国旗が揚がっていた。

その倅も３８歳、私共の企業を継いでおります。

　私共は東京・戸田橋か

ら東松山に来ました。新

幹線が工場にかかって遺

跡が出て、人が倒れたり

等のことがあった際、新

聞記者やテレビカメラが

会社に入った事がありま

した。その日は朝から会

社に電話が鳴りっぱなし。

「化研興業が潰れては困る」「何とか頑張って」

等、励ましの電話は今も心に残っています。私

もそういうことがあったら何か報いなければ、

これは父が真面目に奉仕をしていたからだと

思うようになりました。お客さんに何かあっ

たら「お手伝いしましょう」と言う。“１０円コー

ル”とよく言うのですが１０円で励ましになる

のです。この前、うちの方の郵便局に泥棒が入

ったのですぐ電話をしました。「何かお手伝い

出来る事があったら言ってください」。それか

らは郵便局に行く度に「あの時は有難うござ

いました」と言われます。“１０円コール”も気

持ちが無いと出来ない。それは企業の生きる

倫理だと思うんです。

　事件は結果的には濡れ衣だった。お金の欲

しい人が新聞社に情報を流し、当時、環境のキ

ャンペーンを張っていたＮＨＫがそれに飛び

付いたのです。損害額は当時１億円超、私共を

含め３社が当時の国鉄に呼ばれました。私は

「国の事業に賛同して、どこが原因だか分から

ないのに責任は取れない」とお金の話をしま

した。「まあまあ、あなた達はプロですから“対

策”に力を貸して下さい」と言われ、再び話し

合いをして１週間で問題を解決。そういう経

験をしたものですから、如何に常日頃の行い

というか考え方、研鑽が大事かなと思いました。

「嵐山に住んだことがある」というだけで、東

京都の職員が全部書類を作ってくれました。

「ＲＣは奉仕をしようという人が集まって勉

強をするところだよ」と入会時に教わりました。

そこには「職業分類」があるわけで、それが他

の奉仕団体と違うところ。その自覚をしなけ

ればいけない。ロータリーバッチをつけた人

が問題になっても世間は騒がない。それは考

えてみれば情けないことです。本当なら非難

轟々でもおかしくない。ＲＣが職業奉仕の実

践をし、職業倫理の向上を主とする団体だと

いうＰＲが足らないと感じます。

「ロータリアン」１月号に、職業奉仕はＲＣの

“金看板”と謳ってあります。Ａ・Ｆ・シェルドン

の提唱した「もっとも良く奉仕するもの、もっ

とも多く報われる」。これが一番大事なところ。

ＲＣ自体に職業はなく、職業奉仕は個人。個人

が実践しなければならない。常日頃の仕事を

し利益を上げて、分配を社員やお客様、地域社

会にやっていく。１０月号の四つのテストの由

来等も読んだりして研鑽、努力して頂きたい。

そして努力も大事ですが一番は実践。難しい

ですが、楽しく実践して頂きたいと思います。

飯能ロータリークラブ会報

晴

当 番 細田（吉）君、石井君

地域を育み、大陸をつなぐ
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来等も読んだりして研鑽、努力して頂きたい。

そして努力も大事ですが一番は実践。難しい

ですが、楽しく実践して頂きたいと思います。

飯能ロータリークラブ会報

晴

当 番 細田（吉）君、石井君

地域を育み、大陸をつなぐ

職業奉仕月間・米山月間

利 他 の 心 で 行 動 し よ う

半　　　田　　　　　武 和泉由起夫

例会場：マロウドイン飯能

西　　川　　武　重　郎

レイ・クリンギンスミス

職業奉仕について

会　員　数 当　　日

出席数対　象全　数 出席率
前々回修正
出　席　率

８５．７１％

※次週の例会案内は省略。

中里協弘様（東松山ＲＣ）第２５７０地区職業奉仕委員長
ヤス   ヒロ


