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つくろう奉仕の物語 情熱と感動を求めて」
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皆さん！こんにちは！ 先日 東京出張に行って来たのですが
雪が多いせいか 新幹線の遅れが出た列車がありました。私は、
東京へ行く時は 1 時間 30 分の遅れで、次の日の帰りが 40 分の
遅れで ありました。日によっては、米沢から福島までなんと 3 時間
列車で待たされたとか、飛行機も羽田を出発したのですが、山形へ
は戻れず なんと 東京へ もう一泊された方がいたようです。交通
の便がもっと良くなれば良いと感じているのは、私だけではないようです。
さて、本日のゲストは 『職業奉仕について』2800 地区委員長代理の、天童ロータリークラ
ブ鈴木修次さんです。今日は 職業がら今、一番お忙しい中おいで頂きました、宜しくお願い
致します。会社は長岡ガス供給株式会社の社長さんです。水回り、空調設備また、季節がら
水道管 破裂や不具合の点検まで、そして、ガス・灯油の販売と心温まるご商売です。
私の冷たいクールな仕事とは、まさに逆の仕事をしております。実は、私とは青年会議所時
代理事長、専務という間がらです。以来、仕事でもお世話になり親友の一人でもあります。
天童ロータリークラブでも 職業奉仕を語れば三本の指に入り、大変ロータリーの勉強をして
いる方でもあります。今日は、とっておきの話を宜しくお願い致します。
職業奉仕の話に戻りますが 先日、会員の山口孝さんが大雪で町内の公民館の駐車場を ボラ
ンティアで除雪をしたと言うお話しを伺いました。また、数年前ですが志田さんが公民館館
長時代に様々なボランティアで活動をされた話を承った事があります。まさに社会への奉
仕であり個人の職業奉仕の一つではないでしょうか？ 会員の皆さんも身の回り、或いは仕
事や地域で、職業奉仕について考えてみてはいかがでしょうか。会長挨拶と致します。
本日の卓話
「職業奉仕について」
地区職業奉仕委員
初期のロータリーについて

鈴木修次

氏

（天童 RC）

ロータリーは、一人のアメリカ人のビジョンによって始まりました。
その人の名は、ポール･ハリス。シカゴで弁護士として働いていた
ハリスが、世界初のロータリークラブ（シカゴ・ロータリークラブ）
を設立したのは、1905 年 2 月 23 日（木）。ユニティビル 711 号室、ローラの事務所にさまざ

まな分野の職業人が集まって第 1 回目の会合を開き。知恵を寄せ合い、生涯にわたる友情を
培うことのできる場をつくること「定例会合」と「一人一業種による職業分類」が決定、
1905 年 3 月 9 日ポールの事務所で第 2 回目の会合を開く。3 人が新たに参加。「会場持ち回
りの原則」が決定。
1905 年 3 月 23 日シールの事務所で 3 回目の会合を開く。会員は、9 名。創立総会に切り替
え、シールを初代会長とした「4 回連続欠席の場合会員資格の喪失と、ロータリークラブと
名称がつけられる」当時、各メンバーの職場を順番にミーティング場所として使っていたこ
とに由来します。
1906 年 12 月 定款を改正して社会奉仕に関する項目を追加。
1910 年 シカゴ市役所と公立図書館の横に 2 つの公衆便所を設置。
アンサー・フレデリック・シェルドン
（1908 年入会
1930 年退会）
ロータリーで頻繁に引用されるこれらの標語をもたらした人。
”He Profits Most Who Serves Best”（ 最もよく奉仕する者、最も多く報いられる）
Service Above Self
（超我の奉仕）
時は過ぎて 1950 年、デトロイト（ミシガン州）でのロータリー国際大会で、“He Profits
Most Who Serves Best” と “Service Above Self” は、ロータリーの標語として正式
に承認されました。さらに 1989 年の規定審議会で、"Service Above Self" が無私のボン
ティア精神を最もよく表現しているという理由から、ロータリーの第一の標語として採用
されました。
職業奉仕のスピーチ（儲けを優先しょうとして事業を営むことが、事業に失敗する最大の
原因）靴屋さんの話
ロータリー倫理訓
1. 自己の職業を天職と心得るべきこと。
2. 職業の相手方を心の友と心得るべきこと。
3. １コの取引に直接または間接に利害関係を有する者を幸せにすべきこと。
4. 各自に与えられた社会的・経済的・政治的状況は千差万別であるが、一たび自己の力を
行使する時は、全人類を潤すが如くこれを行うべきこと。
第 1 条の中にロータリーとは何か、そして職業奉仕とは何かが凝縮されている。
須らく事業の人たるに先立ちて道義の人たるべし。蓋し事業の経営に全力を傾倒するは因
って世を益せんがためなり。故に吾人は道義を無視して所謂事業の成功を獲らんとする者
に与えず。
当然のことですが、事業の人である前に道徳の人であるべきです。考えてみるに事業の
経営に全力を傾けるのは、そのことによって世の中の役に立つためであります。ですから
我々は人の道を無視して事業に成功しょうとする人たちに味方をすることはありません。
まとめ
「奉仕の理念（理想）」
どんな時でも「利己的欲求は、最小限にとどめ、最大利他の究極を求め続ける」
事業（商売）「細く、長く」レピーターと新規顧客を集める為に行動を行う。
各々の、社是・社訓・経営理念に基づいて実践する（行動する）
東京ディズニーランドの職業奉仕とは、「天国のお子様ランチ」
「ロータリーの木」例会の出席「自己研鑽の場（入りて学べ）（出て奉仕せよ）」

幹事報告

相馬

勝博

幹事

1. 上林ガバナーエレクトより、国際協議会参加のポストカードが届いております。
2. 山形北 RC 創立 50 周年記念式典案内届く。4 月 15 日山形市中央公民館大ホール
3. 天童青年会議所より新年会出席のお礼状届く。

ポールハリスフェロー賞授与
斎藤幸雄 氏 佐藤豊

氏

委員会報告
R 財団・米山奨学 委員会
斎藤幸雄委員長
ロータリー財団・米山奨学に皆さんから多額のご寄付頂きまして有難う御座いました。
今日皆さんに R 財団・米山奨学の領収書を各自にお渡しいたしました。

出席報告

永山和敏委員長

本日会員 53 名

スマイル報告
・赤塚

出席者 43 名 出席率 89.6％
義務出席者 48 名

報告者

半澤清彦

前々回出席率 93.8％に修正いたします。

親睦・スマイル委員

弘実

天童クラブ鈴木修次さんを歓迎致します。「職業奉仕について」
とっておきのここだけの話をお願いします。
・鈴木 修次様 卓話の機会を戴き感謝申し上げます。精一杯務めさせて戴きます。
・相馬 勝博
鈴木様、本日は卓話よろしくお願いします。
・新関彌一郎
インドのポリオ接種に行って来ました。想像を絶する光景にあいました。
・志田 泰久
2800 地区職業奉仕鈴木修次委員を大歓迎します。スピーチよろしく。
・村山 光男
・古瀬 正勝
・佐藤
豊
・斎藤 幸雄
・土屋 政浩
・山口
孝
・半澤 清彦

鈴木修次先生の卓話を有難く拝聴させて頂きます。本日はお疲れ様です。
鈴木さん、本日の卓話楽しみです。！
修ちゃん、今日はよろしくです。
鈴木さん今日の卓話楽しみです。
鈴木さん本日は卓話宜しくお願いします。
鈴木修次さん本日の卓話ご苦労様です。勉強させて頂きます。
鈴木修次さん、卓話宜しくお願い致します。楽しみです。

・加藤
亨
・村山与四郎

村山光男様、ロータリーフラッグの再発行ありがとうございました。
母の葬儀に会葬いただき、誠にありがとうございました。

