
 

  

 

 
 

 
 

 

 
 

■ 青少年交換派遣学生 稲山哲也君   

■ 米山記念奨学生 アレハンドロ・ジョルダン君  

 

 

 皆さん、こんにちは。 

 不安定な天気で足元の悪い中、多くの会員が

出席してくださいまして心から感謝いたしま

す。懸念されていた台風5号もこの辺りでは問

題なさそうだ…との話を聞きまして安心しまし

た。本日の例会はフランスへの派遣学生稲山君

の挨拶、阿津沢年度の会計報告、新会員である飛田さんの卓話、そして本

日のテーマとして清水裕次委員長によるクラブ研修リーダーの卓話と盛り

沢山控えておりますので、会長挨拶は本当に挨拶のみとさせていただきま

すことをご了解ください。ありがとうございました。 

 

 

1. 地区より地区補助金が155,400円、財団の口

座に8/1付で振り込まれました。 

2. 地区より「職業奉仕部門セミナー」の案内が

届きました。 

 ・日時 10月27日(金)PM5:00 

 ・場所 ワシントンホテル  

 希望者は事務局まで 

3. 日本財団より菊池和彦会員と丹野寿明会長にマルチプルポールハリス

フェロー第2回目のバッチが送られて参りました。 

4. 地区より「財団学友会の名簿」作成の為の住所などの提供の依頼が届

きました。 

5. この後「青少年奉仕委員会」が例会場にて開催されます。 

6. レターケースにガバナー月信最終号・今年度2号・財団100周年誌が入

れてあります。 

7. ライラ報告書が届いております。 

 

会長挨拶 丹野寿明会長 

本日の例会 
第1773例会 8月29日(火) 

次回例会案内 
第1774例会 9月5日(火) 

会   場 市民会館いわつき 301 
例会テーマ クラブフォーラム 

 結婚記念・誕生祝い 

担   当 長期ビジョン委員会 

 ８月１５日(火)は、 

規定により休会です。 

幹事報告 山崎和雄幹事 

第6例会 2017年8月29日発行 

会   場 寿々家 

例会テーマ 岩槻まつり例会 

担   当 地域社会奉仕委員会 

会   場 市民会館いわつき 401 
点   鐘 12:30 
例会テーマ 卓話  

担   当  

斉   唱 ロータリーソング 

ご来客紹介 丹野 寿明会長  

会 長 挨 拶 丹野 寿明会長  

幹 事 報 告 山崎 和雄幹事 

委員会報告 

スマイル報告 例会委員長  

出 席 報 告 出席奨励委員会 

次回例会案内 宮本 和寿例会委員長 

お客様紹介 

丹野年度(2017～2018) 

岩槻東ロータリークラブ週報 国際ロータリー第2770地区  
第4グループ 

第6例会 8月8日(火)1771号 
会 場 市民会館いわつき 301 
点 鐘 12:30 

テーマ 会員卓話 
担 当 クラブ活性化委員会 
 

青少年交換派遣学生、稲山

哲也君に岩槻東クラブのﾊﾞ

ﾅｰを丹野会長より、土産に渡

しました。稲山君は8/29(火)

12:00発のアエロフロートロシ

ア航空にて、フランスへ向け

て出発いたします。 

例会案内 
第1772例会 8月20日(日) 
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◆菊池和彦次年度ガバナー補佐 

次年度IM実行委員関係者発表 

(敬称略) 

IM実行委員長…山形照之   

IM実行委員(ゴルフ関係含む) 

        …藤堂 昇 

ホストクラブ会長…小宮 勇 

ホストクラブ幹事…宮本和寿  

実行委員…丹野寿明 

ガバナー補佐幹事…加藤和正  事務局…西村寿美子 

IM開催予定日 2019年2月14日・大宮パレスホテル 

以上、会員皆様のご協力を宜しくお願い致します。 

◆清水常三広報担当理事 

今日の週報に一部ラインが

入ってしまいました。プリン

ターの不具合の為です。又、今

月の出席率は地区内で6位に

なっておりますので、ご報告致

します。 

 

◆橋本かほるR財団委員長 

 本日、ロータリー財団に杉田

政男会員より1,100弗の年次寄

付1,000弗とポリオプラス100弗

の寄付を頂きましたので、ご報

告致します。 

 

◆遠藤光治社会奉仕委員長 

 バザー用品に、ほぼ皆さんか

らご寄付頂いて有難うございま

す。当日でも結構ですので、宜

しくお願い致します。 
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◆阿津澤清直前会長 

前年度は、皆様には大変お世

話になりました。お陰様で会計

の方も若干繰越も出来ましたの

で、安心致しました。皆様のご

協力のお陰です。有難うござい

ました。 

◆小宮勇前年度会計 

 前年度の決算が纏まりました

ので、ご報告させて頂きます。 

各部門の合計額のみ発表させて

頂きます。(紙面の関係上、割愛

させて頂きます)結論的には、青

少年交換積立金へ20万円と繰越

金に17万7196円をさせて頂きました。何か質問などある

方は私の方へ例会後お申し出ください。 

阿津澤年度決算報告  

ロータリー財団より、マルチプルホールハリスフェロー2

回目のﾊﾞｯﾁが丹野会長、菊池会員に届きました。 
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◆新会員卓話 飛田美佐子会員     

 県立高校を卒業後、自分のお

店を持ちたいと思い、調理師専

門学校に進学しました。卒業

後、日本興業銀行本店(現・み

ずほ銀行)の重役専用食堂に入

社しました。結婚を機に上司の

態度が変わり、一生勤められる会社だと思っていたの

ですが7年勤めて退社しました。 

同時期に、父が春日部で平井管工(有)を立ち上げま

した。最初は『お前は自分の好きなことをやればい

い』と言ってくれていた父でしたが、会社を辞めると

相談したところ『手伝ってくれるか？』と言われ平井

管工に入社しました。前の会社を辞める時に社長か

ら、身内の仕事を手伝うということは今以上に大変な事

が沢山あることを覚悟していきなさいと言われました。 

転職は、父を社長と呼びどんな仕事をするのかとワ

クワクして入社しましたが、暫らくすると前の会社の

社長の言葉の意味がよくわかりました。現実は厳しく

辛いことが多かったです。でも、若さもあり負けてな

るものかと必死に覚えました。 

女でありながら仕事の事で、父とよくケンカしまし

た。くそじじぃと何度も思いましたが、周りからはよ

く似た親子、仲のいい親子と言われていました。 

昨年父が他界したのですが、仕事をしているときに

仕事相手とは『喧嘩別れだけはするなよ』と言われて

いました。最初は『そんなの無理』と思っていました

が今は、本当にその通りだと思っています。人と人の

付き合いの中でまったく関係ないところで繋がること

があるんですよね。そんな時、よく父の言葉を思い出

します。 

孫が男の子と言うことで父は跡取りに期待していた

のですが、主人がコックなので、『俺もお父さんみた

いなコックになる』と言ってあっさり夢は砕かれてし

まいました。 

平井管工は妹と二人で経営しています。周りの方達

に支えられて頑張っています。従業員は11人です。近

隣市町村の上下水道の指定店で公共の仕事もやってい

ます。蛇口のパッキン交換から水廻りのリフォ－ム、

排管清掃など水回りの事は当社にお任せください。 

クラシアンにTELする前にご相談くださいね（笑）。 

卓話では言い忘れたのですが、栄光の架橋が自分

の、平井管工の応援歌です。 

 

 

◆会員卓話  

清水裕次クラブ活性化・クラブ研修リーダー委員長  

職業奉仕を理解するうえで、時

間の関係で2つのキーワードをお

話いたします。 

今ここで判りやすく一つの例を出

して少し考えたいと思います。 

仮に今、皆様の職業がタク

シーの運転手だったとしましょう。乗る人がご老人と

思われる乗客だったらどうするでしょうか。何時にも

増して相手の事を思い落ち着いた静かな気持ちを持ち

ながら運転に心掛け、お客様を目的地まで運ぶことで

しょう。 

また、明らかに急いでいると思われる人が乗客でした

らどうするでしょうか。 

まあ、交通違反はしないでも少し急いで目的地まで運

ぶことを心がけると思います。 

そして、帰りに体の具合の悪そうな老人が路上にいた

らどうするでしょうか。その方を、病院まで運んだと

します。もちろんメーターをたおさないで。 
 

ここで、5年未満の会員さんにお聞きします。 

2つの行為のどちらが職業奉仕でしょうか。 
 

職業奉仕を理解する1つのヒントは、ロータリーで

言う「奉仕」という言葉を3つに分けて考えなければ

理解できないという事であります。クラブ奉仕の奉

仕。これはクラブ会員としてのクラブへ対する義務、

責務と考えてください。そして社会奉仕、国際奉仕は

ボランティア感覚奉仕だと思います。 
 

ボランティアは辞書によりますと＜社会を良くする

為に、自分達の時間、技 術を自発的に無償で提供す

る人＞となっております。従来からのRIテーマ「超我

の奉仕」「Service Above Self」という人道的奉仕

ということになるわけであります。弱者に対しては涙

して人の為に働こうとする心、己を投げ捨てながら人

の為に働こうとする心、これがService Above Self

です。 
 

そして最後に職業奉仕の奉仕は、奉仕をとってみても

いいし、倫理と考えてみてもいいと思います。自分に

とって職業とは、職業倫理感とは。自分だけが儲ければ

いい。社員の事も、お客の事も考えないで儲ければい

い。それをロータリーでは職業とは言わないのです。 
 

先ほどのタクシーの話であります。その降りる時に

お客様と自分との間には、表面上では、運んだ、そし

てその対価としてお金を頂く。仮に物の販売において
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本日のテーマ 会員卓話  
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は商品とその代金を頂く。という行為があるわけであ

りますが、その裏に隠されている事に少し考えてみて

ください。それは、お客様はそのタクシーの運転手に

対して、満足感を持つ事だと思いますし、そしてタク

シーの運転手はお客様にタクシーにお乗り頂いたと言

う感謝の念を持つ事でしょう。 
 

この隠されているところにあるのが、職業奉仕であ

ります。お客様にとっての満足感と、職業人としての

感謝の念。職業奉仕には適正なる利潤があるのが原則

であります。ここにアーサー・フレデリック・シェル

ドンが唱えた職業奉仕の奉仕理論「He Profits Most 

Who Serves Best」最も奉仕をするもの、最も多く報

いられる、の原点があるものと思っております。 
 

「小さなサービスをすれば、小さな利益しか得られ

ないが、大きなサービスをすれば、大きなProfitsが

得られる」と言っているのであります。 

このProfitsは、あくまでも金銭的な利益でのことで

あり、精神的なものは含まれておりません。日本人

は、儒教や東洋的発想からProfitsを精神的なものと

解釈する傾向がありますが、シェルドンは決してそう

は言っていないのであります。この提唱した職業奉仕

の理念は、21世紀を迎えた今でも、充分にも通用する

ものと私は思っています。 
 

そして帰りに路上に体の具合のわるそうな人を病院

まで運んだ行為が「超我の奉仕」「Service Above 

Self」という人道的奉仕という事になる訳であります。 
 

職業奉仕が判りにくいと言われているのは、利潤

を求める事がなぜ奉仕につながるのか、という点であ

ります。職業というものは、私たちが生きていく為の

所得を得る手段であって、これは自分の為のもの、一

方、奉仕というものは、世の為人の為のもの、すなわ

ち自分以外の人の為のものであり、エネルギーの方向

が全く違う正反対のベクトル、言葉を合体させて職業

奉仕と言っているロータリー独特の考え方、言葉だか

らであります。 

 

※ ロータリー用語は紙面の関係で今回はお休みします。 

 

 

丹野 寿明  飛田さん、新会員卓話楽しみです。稲

山君いよいよ始まりますね。頑張って

来て下さい。清水裕次委員長、卓話あ

りがとうございます。 

山崎 和雄  稲山さん、フランス楽しみですね。新

会員卓話、楽しみですね。 

清水 裕次  拙い卓話ですが、宜しく。 

斉藤 公司  稲山竜也君、いよいよ出発ですね。健

康に気を付けて行って来て下さい。 

飛田美佐子  今日は卓話と云う事で、ドキドキして

います。 

奥津 雅史  飛田さん、ようこそ我がクラブへ! 

       卓話楽しみにしております!! 

宮本 和寿  稲山君、沢山の経験をして来て下さ

い。清水裕次委員長、卓話宜しくお願

いします。飛田会員、ゆっくりと卓話

お願いします。 

藤田 恵子  稲山君、ようこそ!!いよいよ今月末よ

り留学ですね。1年後の成長を楽しみに

しています。飛田さん、本日は卓話宜

しくお願いします。 

菊池 和彦  稲山君ようこそ。フランス留学、健康

に気を付けて楽しんで来て下さい。 

（同趣旨）  清水 常三    萩原 秀咲 

       遠藤 光治     

阿津澤 清  8月は、山の日が出来て長期休暇が出来

ました。 

小宮  勇   杉田 政男  

 台風5号がゆっくりとした動きでとど

まっています。稲山君、身体に気を付

けて下さい。 

中里  仁  ゴマの苗を植えました。 

橋本かほる  空は曇っていますが、岩槻東RCの例会

は、何時も青空ですね。 

関根 隆光   水戸  恵   田中 徹夫 

山形 照之 

ニコニコＢＯＸ・出席報告 

 2017～’18年度 岩槻東ロータリークラブ 

例 会 日 毎週火曜日 12:30～13:30 会    長   丹野 寿明 
例 会 場 さいたま市民会館いわつき Tel  048-756-5151 幹    事  山崎 和雄 
クラブ事務局   Tel 048-757-9786  Fax 048-756-5539 会報委員長 清水 常三 

U    R    L http://www.iwatsuki-east-rc.org 
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ニコニコBOX金額報告  

8/8合計 ２９，０００円 

今年度累計 ２０２，０００円 

例会日 総数 出席 欠席 Ｍｕ 出席率 

8/8 
免除2名 

29 
(2) 

21 
(2) 6 2 85.19% 

7/25修正 

免除3名 
29 
(2) 

27 
(2) 0 0 100.0% 

出席報告  


