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月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
宇都宮90⇒東武ホテルグランデ 真岡西⇒ﾌｫｰｼｰｽﾞﾝ静風 宇都宮西⇒東武ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝﾃﾞ 小山東⇒ｳﾞｨﾗ･ﾃﾞ･ﾏﾘｱｰｼﾞｭ

小山中央⇒思　水　荘 宇都宮⇒東武ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝﾃﾞ 益子⇒益子ｶﾝﾄﾘｰ 宇都宮北⇒宇都宮ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ

宇都宮東⇒ﾎﾃﾙﾆｭｰｲﾀﾔ しもつけ⇒石橋商工会館

                      会長　田村浩次　　幹事　久保康夫　　会報委員（市村忠男・栁田尚宏・坂本光・太田浩彰・渡邉佳寛）

国際ロータリークラブ会長テーマ 「世界へのプレゼントになろう」

真岡ロータリークラブ会長テーマ 「入りて学び 出でて奉仕せよ」

２０１６．１．２１ ＮＯ．２７８３

国際ロータリー第２５５０地区

真岡ロータリークラブ 会長 田村 浩次

■司会

■点鐘

■ロータリーソング

■お客様

ＳＡＡ 中川 宏行 君

会長 田村 浩次 君

我らの生業

鹿沼東ＲＣ地区奉仕プロジェクト委員長 山崎 順 様

鹿沼東ＲＣ 吉村 繁 様

2550地区第４グループガバナー補佐 平野 良和 様

益子ＲＣ ＩＭ実行委員長 牟田 紀一 様

益子ＲＣ ＩＭ実行委員 冨田 兵哉 様 ■会長挨拶 会長 田村 浩次 君

皆さんこんにちは、今日は暦の上で大寒であり、一年で一番寒い日と言われております。ここ最近寒い日が続いており

ますので皆さん健康管理に注意して下さい。

今日お出で戴いたお客様をご紹介します。初めに第2550地区第４グループガバナー補佐平野良和様、ＩＭ実行委員長
牟田紀一様、ＩＭ実行委員冨田兵哉様です。お三人には後程ＩＭのご説明を戴く予定でありますのでよろしくお願い致しま

す。続きまして本日外部卓話を戴くためにお招きしたお客様をご紹介します。地区奉仕プロジェクト常任委員・社会奉仕

委員長第７グループ鹿沼東ＲＣ山崎順様、同じく鹿沼東ＲＣ吉村繁様です。山崎様には本日の卓話よろしくお願い致しま

す。今回外部プロジェクトで職業奉仕に関する卓話をお願いした経緯をご紹介します。今年度、地区奉仕委員会の研修

会がありました。その中の職業奉仕委員会の研修には、辻職業奉仕委員長と私で参加しました。その際第2800地区パス
トガバナー藤川さんの講演をお聞きしましたところ、内容に大変感動致しました。当地区の中でも感動を得られた方々が

数多くいらっしゃったため、地区の職業奉仕担当委員のお話を会員の皆様に是非お聞かせしたいと思い、今日山崎様に

お出で戴いたという運びであります。今月は職業奉仕月間になっておりますので、先週の例会中私の理解するところの

職業奉仕についてのお話をさせて戴きました。しかしながら、当クラブの現状としては、私も含めロータリー歴10年未満の
経験の浅い会員が多い中、職業奉仕に対しての認識、理解がなかなか難しい状況であります。今日は山崎様の卓話を

通しまして、我々が職業奉仕についての勉強をしたいと思います。山崎様、どうぞよろしくお願い致します。
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■国際ロータリークラブ第2550地区第4グループ
ガバナー補佐 平野 良和 様

■第39回 米山功労クラブ表彰

直前会長 海老原 均 君
ている訳でありますが、今回の講演では下毛野古麻呂（しもつ

けのこまろ）という一人の地方の皇族を通しまして、下野薬師寺

を始めとした下野の国の中世繁栄の状況のご講演を戴くことに

なりました。主に下野市を中心とした内容になるかと思います

けれども、ここ真岡でも大前神社の脇を流れております五行川

を北へ約３Km程行った左岸の林の中に７世紀後半に大内
廃寺という遺跡として遺構が残っております。又、少し西

に丁度真岡北運動場辺りに当時の下野の国の郡衙（ぐん

が）の跡が遺跡として残っております。そういった事から、

この講演と関わりのある事だという風に思っておりますの

で、皆様方にはお忙しい所とは存じますけれども、今回の

講演に多数ご出席を賜りたく、お待ち申し上げております

ことをお伝えし、ご案内とさせて戴きます。

只今ご紹介に預かりました平野と申します。

今年度も過半が過ぎまして、その間に至ります真岡ＲＣ

の地区あるいは第4グループに対するご理解とご協力に

先ず感謝致します。今年のＩＭ(インターシティーミーティン

グ)の説明に参りました。会長様には文章で既に伝えては

ありますが、２月21日日曜日に益子町にありますアプ

ローズ益子を会場に開催致します。登録が14時、開会が

14時30分、終了は19時頃の予定です。内容的には１部・

２部・３部・ミーティング・記念講演・演奏会と懇親会と言う

事で開催致します。この大会の意味は、皆様ご承知の様

にロータリーの根幹であります所のフェローシップそして

友情というものでして、グループ内の各クラブの会員が参

加をし、そして友情を確かめ合おうという事がＩＭの根幹

でありますので、是非多くの皆様のご出席を賜りたいと思

います。内容につきましては実行委員長よりお話がある

と思いますけれども、テーマと致しましては皆様の美的情

操あるいは知的情操に少しでも磨きが掛る様に講演会を

催し、演奏会はマリンバの演奏という計画を立てています

ので、是非お楽しみにお出で下さい。それでは、実行委

員長よりこれらの内容について説明があります。

■益子ＲＣ・ＩＭ実行委員長 牟田 紀一 様

皆様こんにちは。実行委員長を仰せつかっております

牟田紀一です。どうぞよろしくお願い致します。今、平野

ガバナー補佐から説明がありました通り、第２部で記念

講演を予定しています。講師は文星芸術大学の教授をし

ております福田三男先生にお願いしております。福田三

男先生は栃木県の古代史に大変造詣の深い方でござい

まして、特に７世紀から９世紀にかけて、丁度年表で申し

ますと天平時代から奈良、そして平安の転機は栃木県は

当時下野の国と申しましたけれど、その歴史について調

査研究をされまして、大変多くの著書を上梓なさっていま

す。下毛野古麻呂（しもつけのこまろ）と藤原不比等（ふじ

わらのふひと）、それから謎のお寺下野薬師寺、そして一

番新しいものでは「下毛野一族の興亡」という著書を著し

■幹事報告 幹事 久保 康夫 君

先程、益子ＲＣ牟田ＩＭ実行委員長から話がありまし

た様にそして何度かお願いをしております通り、ＩＭは２

月２１日アプローズ益子で行われますので、よろしくお

願いします。

小倉財団委員長と私の名前で今回ロータリー財団特

別寄付150ドル（18,000円）をお願いしたいという事を、
大変申し訳ありませんが、皆様方には文章で依頼する

ことになってしまいました。メール・ＦＡＸでお願いした折

に文章で少し書きましたけれども、小倉委員長が都合

が悪かったため、また私のフォローが足らなかったため、

申し訳ない結果になってしまいました。どうぞご理解と

ご協力をお願い致します。
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●平野良和ガバナー補佐を始めIM実行委員の皆様
2月21日2015年～2016年第4グループIMを開催致します。何
卒宜しくお願い致します。皆様のお越しをお待ちしております。

●鹿沼東RC山崎 順様

ご清聴ありがとうございます。

●鹿沼東RC吉村 繁様

本日はお世話になります。山崎会員の付き添いで伺いま

した。
●田村浩次会長

今日は外部卓話に当たり、鹿沼東RCより山崎様、吉村様に
お出でいただきありがとうございます。職業奉仕についてよく理

解できる様拝聴いたします。又、IM担当クラブより平野ガバナー
補佐、牟田様、富田様、ようこそおいで下さいました。

●久保康夫幹事

益子RC平野AG御一行様ご来訪ありがとうございます。IM宜
しくお願い致します。2550地区クラブ奉仕委員長鹿沼東RC山崎
様、吉村様、本日は卓話ありがとうございます。

●宇賀神裕一エレクト

山崎奉仕プロジェクト常任委員長様本日の卓話宜しくお願い

致します。

●岡本俊夫会員

平野AG、先日のサッカー大会では歓迎レセプションに御臨席
頂きありがとうございます。また本日は、IMの説明に富田様、牟
田様を伴っての御来訪心より歓迎申し上げます。山崎様本日は

卓話ありがとうございます。外せない所用により欠席となります。

申し訳ありません。

●福原一郎会員

地区奉仕プロジェクト委員長山崎様、本日は卓話ありがとう

ございます。鹿沼東RC吉村PPようこそ 平野ガバナー補佐、益

子RC牟田様、富田様、IMの案内ご苦労様です。食の安全を脅
かし、倫理上も許されない事件が起きています。職業奉仕の理

念を学びましょう。

●辻 達男会員

山崎順様、今日は職業奉仕の卓話、快くお引受け頂き有難

うございます。平野ガバナー補佐、冨田様、牟田様ようこそ。

●石田順一会員

平野ガバナー補佐、牟田様、冨田様ようこそいらっしゃいまし

た。本年もよろしくお願い申し上げます。山崎順様、卓話拝聴さ

せて頂きます。

●広瀬紀夫会員

山崎様卓話ありがとうございます。益子ロータリークラブ

の皆様ようこそ。
●木村慎太郎会員

柴田華絵は20人の中に入るか？
●杉田貞一郎会員

山崎奉仕プロジェクト委員長卓話ありがとうございます。

妻の誕生日祝いを頂きありがとうございました。
●齋藤敏彦会員

平野ガバナー補佐御一行様ようこそいらっしゃいました。

歓迎いたします。IMの成功をお祈り申し上げます。
●金子正男会員

先週は妻の誕生日祝いありがとうございます。足元の悪

い中平野ガバナー補佐、富田様、IM実行委員長牟田様、
山崎奉仕プロジェクト委員長、吉村様ようこそいらっしゃい

ました。本年も宜しくお願い致します。

■卓話者紹介 職業奉仕委員長 辻 達男 君

●見目良一会員

平野ガバナー補佐様、牟田IM実行委員長様、山崎委員長様、
吉村様ようこそおいで下さいました。金子さん、石塚さん、太田

君、先日は市貝の山で『芝刈り』御苦労様でした。金子プロまた

レッスンお願いします。

●久保賢司会員

先週土曜日、真岡市民会館で坂本冬実のコンサートを家内と

一緒に行ってまいりました。大堀さん楽しかったですね。

●渡邉佳寛会員

先週は誕生日祝を頂いたのにスマイルを入れるのを忘れてし

まいました。申し訳ありません！

●石井 誠会員

1月26日午後真岡商工会議所主催のビジネスマッチング事
業もおか2015が開催されます。齋藤敏彦会員、青木圭太会員
が経営される会社様も出展されますので皆様も是非お越し下

さい。

職業奉仕委員長の辻でございます。時間もございませ

んので簡単に紹介させて戴きます。山崎順様は鹿沼東RC
の会員様で、真岡RCとは斗六クラブと姉妹クラブで大変縁
のあるクラブです。今日は地区職業奉仕委員の卓話であ

りますから、職業奉仕を考えるという題目で講演をお願い

致しました。大変難しい内容ですので私では説明できませ

ん。山崎様にお願いしたところ快く引き受けて頂けました。

ありがとうございます。

奉仕プロジェクト常任委員長というのは鹿沼東RC常任委
員長です。そして職業奉仕委員長も兼ねていらっしゃいま

す。本業としては、日本料理店と葬祭会館の経営をされて

います。

以上簡単ではございますが、よろしくお願い致します。

■本日のスマイルボックス 見目 良一 君

柳澤 正弘 君
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■出席報告 出席委員長代行 石井 誠 君

毎週、委員長代行を務める石井さん。

御苦労様です。

■地区奉仕プロジェクト常任委員長・社会奉仕委員長

鹿沼東ＲＣ 山崎 順 様

ご紹介に預かりました山崎でございます。

本日は、辻職業奉仕委員長さんから遠藤地区職業奉仕

委員長が卓話の依頼を受けお伺いさせて頂きました。

私は鹿沼東ロータリークラブに所属をしており、1999年12
月に入会致しました。

ロータリーの基本原理であります「職業奉仕」は先輩から

難しいものと聞いております。ロータリー歴15年の私には
大変な重荷です。遠藤委員長からは、職業奉仕の概説を

する様にとの事ですが、私自身が不勉強でたいそうな内容

は無理です。2770地区のガバナー月信に、元RI会長田中
作次さんの「職業奉仕を考える」と言う記事がありましたの

で、辻委員長さんにプリントの配布をお願いしました。その

資料が「職業奉仕の概説」という事でご了承ください。その

ような訳で本日は、私なりに理解するところでお話しする時

間を頂戴します。

先ず、私の職業は葬祭業がメインで、料理店も営んでお

ります。私は平成８年に独立をしました。それまでは、冠婚

葬祭互助会に25年間務め、婚礼事業と葬祭事業の現場担
当役員を10年間経験しました。私は昭和45年に高校卒業
後、東京の百貨店を皮切りに今日までサービス業界に漬

かりに漬かっております。ロータリー用語である「奉仕」と言

う言葉ですが、英語で言う「サービス」を「奉仕」と翻訳して

いる訳ですが、「サービス」と「奉仕」は違うものだと私は思

います。サービスは見返りを求めることができますが、奉

仕は見返りを求めて行うものではありません。サービスの

語源はラテン語のServus（奴隷）から来ていますが、奉仕を
英語で翻訳するとHospitality（おもてなし）という言葉で、対
価を求めるのではなく、おもてなし、喜びを与える事に重き

をおいている点で大きくサービスとは違います。ホスピタリ

ティにおいて重視されるのは、人間性や信条、個性、感性

などであり、目先の報酬を求めての行動ではありません。

相手がおもてなし・喜びを感じて、報酬は結果としてついて

くるという考えです。

職業奉仕とは、四つのテストに象徴されていると言われ

ます。

１）真実かどうか

プロの職人で有る事、皆さんの身近にあるもので熨斗袋。

これがいい加減です。御見舞いに熨斗袋を持って行くのは

まったく失礼千万です。鉢物を持って行くようなものです。

最近コンビニなど御見舞いと印刷されてあるものが売られ

ています、香奠を包む袋ですが、仏熨斗と商品名を付けて

いますが、熨斗の意味は何時までもと長持ちという意味が

あります。そういう意味からすると、熨斗が付いているのは

変です。プロであるならば、その意味を踏まえて商品名を

付けなければなりません。消費者は、プロを信じているの

ですから正確な情報を発信しなければなりません。

２）みんなに公平か

利益の分配 近江商人「三方良し」は辻委員長もおっ

しゃっています。

３）好意と友情を深めるか……拡がり、繋がりを持つ事。
４）みんなの為になるかどうか

ディズニーランドの小さな物語があります、ごみを拾って

いるキャストに「何をしているの？」と子供が尋ねると、「み

んなの夢を集めているんだよ」と答えたそうです。余談です

が、アメリカのディズニーランドでは３万以上のマニュアル

があるそうですが、日本に於いてはその半分くらいの項目

でスタッフが動けていると聞いております。普段の生活の

中に、高いモラルが有るからだと聞きました。ロータリアン

の普段の高潔性の基礎が生活の中にあるのですね。

我がクラブの職業奉仕事業は「マイ・リサーチ」といいまし

て、４月から中学校２年になる生徒達に「仕事とは…」の話
をします。来週27日に行いますが、この事業はもう６年目
になります。

最後に、本日のテーマであります「職業奉仕とは」を2660
地区ホームページの「ロータリー百科事典」から引用させて

戴きました。「ロータリーの目的は、日々の仕事を通して世の中
に貢献をする為に奉仕の心を育て向上させることです。ロータ

リーの目的は、職業を通して社会のいろいろなニーズを満たす

こと、ということになります。職業奉仕とは、職業を通して社会の

ニーズをほぼ完全な形で満たせるよう努力を重ねるということで

す。それによって、自己の職業の品位と道徳水準を高め、社会

から尊重される存在にすることが出来るのです。」とあります。

ご清聴ありがとうございました。
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前回までのスマイル繰越金

25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3

月 火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木

※出席数の（　）は出席免除者の出席を表す
84.74% 97.52% 96.73% 92.00% 96.45%

－ 41（0） 3 93.62%

92.05% 91.99%
9月出席率 10月出席率 5月出席率

出席 欠席 出席率 本年度累計出席率

12月出席率 1月出席率 2月出席率 3月出席率 4月出席率

47（3） 2 96.00%
3

■出席報告

11月出席率

例会日
補正後１月７日
　１月２２日

出席義務 事前ＭＵ 事後ＭＵ
47
47

0 1

6月出席率7月出席率 8月出席率

在籍５１名 出席免除４名（資格者２名　＋　有理由者２名）

ビジター
合計
累計

前回までの米山繰越金
米　　山
累計

イ
ン
タ
ー

シ
テ
ィ
ー

ミ
ー

テ
ィ
ン
グ

10,000
57,000

1,607,300
30,984

0
30,984

0

1,550,300
47,000

0
0

1,638,284

会員

前回までのその他繰越金
その他
累計
合計金額

１月 2月 3月
■月間予定

月
初
例
会

祝
日
休
会

Ｉ
Ｍ
振
替
休
会

例
会

（
真
岡
市
長
卓
話

）

月
初
例
会

例
会

（
内
部
卓
話

）

１月２８日（木）

＜通常例会＞

［内部卓話］

広瀬紀夫ＰＰ

「タクロバン訪問報告」

■本日のプログラム ■次回のプログラム

２月４日（木）

＜月初例会＞

誕生日祝・結婚記念日祝

■１月２１日のお食事■１月２１日までのスマイルボックス

5


