国際ロータリー2016～17 年度会長 ジョン Ｆ．ジャーム
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第 2726 回例会 平成 28 年 11 月 11 日（金）
点
鐘
石川 憲弘 会長
ロータリーソング
奉仕の理想
四つのテスト
小寺 真澄 会員
お客様紹介
成田コスモポリタンロータリークラブ
越川 和哉 様、福本
米山記念奨学生
シ イーチェン さん

◇

渉

様

ニコニコボックス
高橋 晋 会員：会員増強・退会防止委員長の高橋です。今年
度 7 月 1 日に会員数 59 名からスタートしましたが、今日現在の

会員数は、新会員 10 名、継続会員 1 名で会員 70 名になりまし
た。更に月内に 1 名の新会員を加えますと 71 名になります。会
員増強にご尽力された石川会長、吉田幹事、ロータリー財団・
米山記念奨学委員会の神﨑委員長、増強の喜久川リーダー、高
橋正サブリーダー並びに会員増強・退会防止委員の皆様のお陰で石川会長の目標としてお
りました新会員 10 名を超えましたのでニコニコさせていただきます。会員の方々のご協力
に感謝申し上げます。
成田 温 会員：念願の娘が住んでいるドバイに行ってきました。
その為、先週の例会はお休みしました。ドバイにはなんでもあり
ますがすべて値段が高いです。今年沖縄へ行った時の美ら海水族
館のようなものがドバイモールにありまして、そこは無料で入れ
ます。美ら海水族館より何十センチだか大きいそうです。何でも
世界一だそうです。またドバイモールに日本で人気の 100 円シ
ョップのダイソーがありました。ただし、日本では 100 円ですが、ドバイでは 300 円でし
た。とにかくターバンを巻いた地元の人がとても偉そうで、みんな髭を生やして、貫録が
あるというのがドバイの印象です。娘も孫も元気だったのでニコニコいたします。
飯田

正雄

会員：先月アメリカのボストンと中国の上海へ剣道

の指導に行ってきました。ボストンは大分レベルが高くなってき
ており、韓国系の方が熱心で、レベルの高い剣道をしていました。
黒人の方もいましたが大変上手でした。上海は剣道の歴史も古く、
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高いレベルの練習をしており、充実した剣道の指導ができました。
石川 憲弘 会員：私の年度におきまして、会員が 10 名増えま
した。現在、女性会員も二名になりました。もっと女性会員を増
やしたいと思っておりますので、どなたかお知り合いで良い方が
いらっしゃったらご紹介ください。
◇ 会長挨拶
石川 憲弘 会長
10 月は経済と地域社会の発展月間でしたが、遅ればせな
がら今日の例会におきまして、小川会員に地域社会の発展
につながります「私の職業奉仕」そして「人を雇用すると
いう事は」と題しまして社会保険労務士の仕事につきまし
て卓話をしていただきます。そして、私はあまり政治の事
はくわしく分かりませんが、11 月 9 日に世界中が注目し
ておりましたアメリカ大統領選で、大方の予想を覆して共
和党候補のドナルド・トランプ氏が第４５代アメリカ大統
領に選ばれました。一時、日経平均株価が 1,000 円以上下落をし、円高が止まらない状況
になるなど、先行きへの不安感が内外で広がりました。今日は持ち直しているようですが？
日本においてもトランプ氏の大統領決定を見込んで「企業庁」「日銀」「金融庁」のトップ
会談が招集されるなど混乱が生じました。今回の大統領選、テレビ討論会などでは、政策
論争にはならずトランプ氏の女性蔑視発言やクリントン氏の私用メール問題などを巡る中
傷合戦に終始しましたが、トランプ氏のスローガン「アメリカを再び偉大にする」が、内
心では変革を願う「隠れトランプ」票を集めた結果と言えるでしょう。
安倍首相もすぐにトランプ氏の当選を祝福し、今後も我が国との友好関係の継続を願った
談話を発表されました。同盟国を軽視するトランプ氏の不安定な外交、北朝鮮の核、ミサ
イル開発などで不透明さを増すアジア情勢への対応等、世界情勢を大きく左右させるアメ
リカ大統領の存在に、ここ当分の間世界中が注目と不安をかかえさせられたことは事実で
す。私たち日本国民も一人一人が自国の安全と経済の発展を守ることを改めて考えなけれ
ばならない分岐点に立たされたのかもしれません。今日はこの後、入会式です。
◇ 奨学金の授与
米山記念奨学生

シ

イーチェンさん（千葉大学大学院）

先日は重要文化財自由学園の修復工事の現場を見学に行ってきま
した。アメリカのフランク・ロイド・ライトによって設計された唯
一東京都内に残された作品です。文化庁の人から詳しい説明をいた
だきました。
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◇

入会式
諸岡 市郎左衛門（もろおか いちろうざえもん）会員
株式会社 諸岡市郎左衛門商店 社長室長
推薦人 藤﨑 壽路 会員、滝澤 尚二 会員
顧 問 諸岡 靖彦 会員
所属委員会

クラブ管理運営委員会

プログラム 担当
奉仕プロジェクト委員会
職業奉仕 担当
職業分類
流通、酒類販売
皆様、はじめまして。諸岡市郎左衛門でございます。佐瀬前会長からご丁寧な紹介を賜り
ましたが、わたしの祖父、父も市郎左衛門で、それぞれ、皆様、或いは皆様の親御さんの
代にお支えいただいたのではないかと思っております。改めまして、祖父、父の縁に対し
ましてお支えいただいた事に厚く御礼を申し上げたいと思います。私自身生まれも成田で
ございまして、成田ロータリークラブの活動は若干承知してはおりますが、是非これから
石川会長をはじめとする役員の皆様、先輩会員のお導きの元に少しでも活動のお役に立て
ればと思っておりますので、これから末長くご指導のほど、重ねてお願い申し上げます。
◇ 委員会報告
・広報
菊地 貴 リーダー
ロータリーの友記事紹介です。26 ページ「太鼓の音色を届ける
Be a gift to the KUMAMOTO」
なぜこの記事を選んだかと申しますと、毎年四月に参道で太鼓
祭りが開催されます。滝澤先輩の元、委員長を務めさせていた
だいており、東日本大震災に寄付をさせていただいた関係から、
陸前高田の太鼓団体をお呼びして演奏をしていただいおります。
こちらの記事を読むと、大阪の団体が熊本に行って太鼓を叩いてきたと書いてあり、来年
は成田に大阪の団体、熊本の団体をお呼びし一緒にできたらと思いました。
◇ 幹事報告
≪回覧≫

吉田

稔

幹事

・週報
佐原香取、富里ロータリークラブ
・例会変更
富里ロータリークラブ
・印西ロータリークラブの今井守会員逝去のご連絡
・米山功労クラブとして感謝状
≪連絡≫
・各種出欠表
・映画「古都」の申込書
・理事会報告（訂正と報告）
今後の予定 11 月 18 日移動例会→通常例会
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11 月 25 日卓話者：藤﨑壽路会員→卓話者：藤﨑泰人成田コスモポリタン会員
・成田山開基 1080 年祭に伴う信援の件
来年度の予算で予算取りをして決めていくことに決定
・55 周年記念コンサート余剰金の処理（12,880 円）
1 月に卓話でいらっしゃる陸前高田の会員の旅費、宿泊費、謝礼などに剰余金を含めて
合計 5 万円を充てる
・今後の陸前高田ＲＣとの進め方は次年度に委ねる
・今月の新会員は二人。諸岡様、眞々田様（25 日入会式）
・分区ゴルフクラブ負担金 30,000 円、個人エントリー費 3,000×7 名＝21,000 円は会で負
担
・在籍会員数 70 名
・11 月のレートは 102 円
◇

卓話

～～～私の職業奉仕～～～
小川

賢 会員

皆さん今日は、本日卓話の指名を頂きました、小川 賢で
す。本日は「私の職業奉仕」についてお話いたします。私の
職業は社会保険労務士です。
社会保険労務士とは、顧問先の事業所の発展とそこに働く
従業員の福祉の向上を、お手伝いする仕事です。具体的には、
従業員の入社から退職まで加入が義務付けられている、労働
保険・社会保険の手続き代行、就業規則や労使協定の作成・
届け出、事業所が整備しなければならない書類の指導・作成、労務相談が中心です。いず
れも労働基準法を中心に法律遵守の業務です。事務所体制は、現在、役職員８名、うち４
名が社会保険労務士の資格者です。
私がこの社会保険労務士の道に入りましたのは、平成６年の資格試験に合格し、平成７
年１月１日に開業しまして本年２１年になります。
成田ロータリークラブには、１９９７年平成９年４月に入会いたしました。入会の動機
は次のようなことでした。小川さん、ロータリーの会員は一業種に一人なのです。社会保
険労務士の職業分類はあなた一人なのです。他の会員も一業種一人、その職業を代表する
方々です。その各職業を代表する５０人の友人ができるのです。良い勉強になりますよ。
私はそれまで経済活動の主たる方々との交流は少なかったのです。５７歳で経済活動を
開始したばかりで、成田市内で社会保険労務士ＮＯ１とは思っていません。しかし、ロー
タリーの中で皆さんのご指導をいただき努力すれば、第１人者になりその職業を通じて成
功し、そして社会に貢献・奉仕することができれば、こんな素晴らしい組織はないと感じ
たのです。
３ヶ月後の７月には、平山ガバナー年度がスタートし地区幹事の一員とさせていただき、
多くのロータリアンと交流することになりました。
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私は、入会して一番感激したことは例会で唱和する四つのテストでした。人生最後の１
０年、経済界で何とか人並みになりたい。その思いが四つのテストだったのです。
先日、近藤会員が甲府北ロータリークラブから購入したＲＩ公式日本語訳「ロータリー
への私の道」を紹介して回覧されました。成田ロータリークラブでは、創立２５周年記念
（１９８６年６月）に先輩の柴田實会員が３年半の歳月をかけて翻訳し、部数３００冊を
発行しました。私もその貴重な１冊を後に頂戴しました。この本です。その後、２版・３
版と発行されました。
文中の最初のロータリークラブの項で、創始者の弁護士ポール・ハリスは次のように書
いています。この大都会のシカゴで一人の友人もいない私は、各種の職業から、政治や宗
教の立場を離れて、お互いの意見を大らかに認め会える様な人を一人ずつ選んで、親睦団
体を作ったらという構想が浮かびました。もし、こんな団体ができれば、お互いに助け合
える筈と考えました。ポール・ハリスは、熟慮に熟慮を重ねた結果、ついに１９０５年２
月、３人の若い実業家に声をかけて集まりました。当時の会合は、自分たちの事務所や仕
事場で、持ち回りでやっていました。第３回の会合でロータリーという名称が採用されま
した。
文中での会員のあり方と会員増強の基本については、次のように書かれています。市内
の職業を分類して職業別に代表者１名ずつが会員ということにしました。会員たちは自分
の職業の代表に選ばれたことを、誇りにすると同時に、会員としての責任感を自覚しまし
た。ロータリーの目的は、実業家や専門職業に従事している人々を集め、相互理解を深め、
その結果、思いやりと友情が深まり、助け合いができるようにすることです。当時すでに、
同業者組合が存在していたこともあり、１業種１名という考えが採用されたのではないで
しょうか。
「ロータリーはなぜ会員の資格を、地区内の一業種一名に限定するのか」という質問を
良く受けます。ところが、クラブを運営してみて初めて分かったことなのですが、この方
式を取ると「親睦関係がうまくいくこと」、「職業が違うので、同業者間での嫉妬心が起き
ないこと」、「会員相互間の助け合いが促進されること」、「自分の職業に品位と誇りを感じ
ること」、「他の職業の業績や問題点に就いて認識が深まること」という利点があります。
私は、ポール・ハリスの自叙伝に感銘し、自分の職業に品位と誇りを感じ、自分の職業
を通じて成功し、社会に対して貢献し、結果として社会に奉仕することが、職業奉仕だと
理解しております。
私は、ロータリーで最高の学びを受けました。２００４年の国際ロータリー理事会は、
１００年間成功発展してきたロータリーが、いつまでも発展を遂げるとは限らない。１０
０年経過した今、みんなでロータリーの源流を訪ね、継続するべきは継続し、改善すべき
ことは改善しなければいけない。それがクラブ・リーダー・シップ・プラン，ＣＬＰとし
て提案されました。企業でも同じです。１０年・２０年・３０年を振り返り、これからの
１０年・２０年先を考えることを学びました。
ロータリーの職業奉仕の話はここまでにしまして、社会保険労務士としてのお話を少し
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させていただきます。皆さんみな事業主です。３、４０年前は、事業は、資本家・経営者・
労働者といわれました。現在は、ヒト・モノ・カネ・情報と言われています。どんなに施
設・お金があっても、人に恵まれなければ事業は成功し、継承できないと言われています。
今の時代、会社・社長の思い・理念を従業員と共有できていない会社は前に進めないと
思います。言い換えれば、社員とその家族の幸福を目指すことに軸足を置いている企業の
業績は安定的に高いと言います。
どうぞ、皆さんそれぞれの職業奉仕の思い、理念のもとに、会社の一層のご繁栄、ご発
展をご祈念申し上げます。ご清聴ありがとうございました。

◇

点

鐘

石川

憲弘

会長

出 席 表
会員数

出席義務者数

７０
６９
ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ
氏
渡辺
諸岡
諸岡
諸岡
諸岡
堀口

出席数

欠席数

出席率

前回補正

４６

２３

６６．６６％

７０．５９％

名

月

孝 会員
靖彦 会員
靖彦 会員
靖彦 会員
靖彦 会員
路加 会員

日

11 月 2 日
11 月 10 日
11 月 10 日
11 月 12 日
11 月 15 日
11 月 15 日

ク ラ ブ 名
成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ
第 10 分区ロータリー情報研修会
第 9 分区会長幹事会
第１分区ロータリー情報研修会
八日市場ロータリークラブ
千葉幕張ロータリークラブ

例会場 成田ビューホテル
電話 0476-32-1111
例会日 金曜日 12：30
例会出欠連絡先（直通）
電話 0476-32-1192 FAX 0476-32-1078

事務局 〒286-0127 成田市小菅 700
成田ビューホテル内
電話／FAX 0476-33-8786
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