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職業奉仕月間卓話
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グ 32、体操が 31、競泳 22 個と強い 4 種目では
コンスタントにメダルを獲っていますね。
今年の大会ではそれ以外にバトミントンでも金
メダルが期待されてますが、男子の金メダル最有
力候補の選手がマレーシアで交通事故に遭い痛々
しい姿をテレビで視ましたが心配されますね。
また、卓球や野球、女子のテニス、陸上の
4x100m リレー、スケートボードなんかもメダル
が期待出来ますので楽しみです。
あとちょうど 6 ヶ月後です、今回は東京開催で
すので寝不足になる心配はありませんね。
皆さんもぜひオリンピックを楽しんで下さい。

会長挨拶
ニコ BOX
東京オリンピック、パラリンピック
今年、2020 年は 56 年ぶりに東
京でオリンピック、パラリンピック
が開催されます。
私もいろんな種目のチケットに応
募したんですが一つも当たりませ
んでした。
今回の東京オリンピックでは開催にあたりマラソン
会場が急遽東京から札幌に変更になったり、最近ではマ
ラソンの厚底シューズが禁止になるかどうかなど紆余
曲折あり選手にとっては迷惑なこととなっていますが
何はともあれ新国際競技場も 無事完成しました。
ただ、予算上の関係なのかエアコン設備がないため真夏
の開催ということで暑さ対策が心配されるところでは
あります。
日本代表のオリンピックの初出場は 1912 年のスト
ックホルム大会ですが、初めてメダルを獲得したのは
1920 年の第 7 回ベルギーのアントワープ大会で、テニ
スのシングルスで熊谷一弥選手が銀、ダブルスで熊谷一
弥、柏尾誠一郎選手が銀と銀メダルを 2 個獲りました。
今年はそれからちょうど 100 年目にあたります。
これまで獲得したメダルの数は合計で 441 個に登りま
す。内訳は金が 142 個、銀は 136 個、銅が 163 個で
種目別の金メダル獲得はお家芸の柔道が 39、レスリン

(本日卓話をさせていただきます。拙い話ですが、
よろしくお願いいたしします）
村井パストガバナー
＊村井パストガバナーからは卓話の謝礼もニコ
BOX にいただきました。
(村井パストガバナー、鋤柄地区職業奉仕委員長、
荒川同委員、早川地区研修委員長ようこそお越し
下さいました。村井パストガバナー卓話をよろし
くお願い致します）
芹澤会長
(河野君、先日は大変お世話になり、ありがとうご
ざいました。本日は村井パストガバナーの卓話を
楽しみにしております。また、職場見学では渡辺
君に大変お世話になりますのでどうぞよろしくお
願いいたします)
長瀬幹事
(トラグルメ会に多数ご参加いただきありがとう
ございました)
杉江君
(皆さんこんにちは。村井さんご無沙汰していま
す。今日の卓話、大変楽しみにしています。私の
例会欠席は本当に久しぶりです。皆さんに忘れら
れていそうですが、元気にやっています) 小島君
(ご夫人誕生祝)
松本君
本日合計
累
計

35,000 円
1,566,100 円
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長瀬 廣幸君
１．既にご案内の通り、本日例会終了後にワタナベフ
ーマック様への職場見学がございます。ご参加され
る皆様は、駐車スペースに限りがございますので、
お車をできる限りお乗り合わせの上、現地へご集合
ください。１４時頃から始めさせていただく予定で
すので、ご協力をよろしくお願いいたします。
２．来週３１日例会終了後に、新会員研修会が予定さ
れております。入会５年未満の会員の皆様は、ぜひ
ご出席をお願いいたします。

幹事報告

卓話 「ロータリーの変化と職業奉仕について」
第 2760 地区パストガバナー

村井總一郎君

本日は職業奉仕について
私の書いた小冊子『超入門職
業奉仕の入り口』の内容を中
心に職業奉仕の基本につい
てのお話しと、今の職業奉仕
の捉え方も話したいと思い
ます。
職業奉仕の解説を職業サービスと職業倫理として
お話しします。このサービスとはおまけや値引きのこ
とでなく、相手の立場に立ったサービスをすることで
す。相手の立場に立った思いやり（奉仕する心）で、
仕事の上でお客様の心を満たすことです。奉仕する心
をもってあなたの事業を営みましょうということで
す。
次に職業奉仕は『ロータリーの樹』の幹を太らせる
ことで、この幹が太らないとその果実を活用する、社
会奉仕などの活動が小さくなります。ロータリーで言
う『もっともよく奉仕するもの、最も多く報われる』
は事業繁栄のための職業奉仕に理念であり、『超我の
奉仕』は弱者を助ける人道的奉仕活動の理念です。こ
れに『他者への思いやり』と、『人にして欲しいこと
は何でもしてあげなさい』この４つが『奉仕の理念』
を表す因子なのです。
私はこの奉仕の理念を思いやりの心と思っています。
サービス（奉仕）をすることで思いやりの心を示す、
言い換えれば『あなたの幸せが私の幸せ、あなたの喜
びが私の喜び』とする心です。でも、このことが独善
的になってはいけません。そのためにロータリーは職
業倫理（高潔性）を求めています。この具体的な内容
が『四つのテスト』なのです。ロータリーアンである
事業主やその企業は信頼できるということです。
さて、この職業サービスや職業倫理を学ぶところが
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例会なのです。例会に出ることが職業奉仕の第１
歩の活動です。親睦を深めるということは、例会
の場で職業上の発想の交換や自己改善を図り、分
かち合いによる事業の繁栄を確認しあい、王道と
しての職業の道を確認しあうのです。損得よりも
善悪という職業倫理を学ぶ場でもあります。
ところで、２０１５年より国際ロータリー（Ｒ
Ｉ）の戦略が、奉仕の理念よりも奉仕の実践活動
に大きく転換されました。職業分類の制限が無く
なり職業を持たない人の入会が認められ、例会出
席の補填であるメークアップの規則もゆるくな
りました。これをＲＩは柔軟性と多様性という言
葉で説明しようとしていますが、短絡的に何でも
ありのルールと捉えるものではありません。ほか
にも職業奉仕が青少年奉仕と共に社会奉仕と同
じグループになりました。
私はどの奉仕が上であるとか思いませんが、奉
仕の心（思いやりの心）を大切にロータリーの
色々な活動に励むことが大切です。思いやりの心
は、皆さんが持っているものであって、改めて育
むこのではありません。それを心で思うだけでな
く、示すかどうかなのです。
思いやりの心は手を差し伸べて完結するもの
だと思います。奉仕の理念は思いやりの心でもあ
ります。職業奉仕も含め思いやりの心で、奉仕の
実践をいたしましょう。

職場見学会報告
職業奉仕委員長 才本 清継君
1 月 24 日金曜日、職業奉仕委員会担当の例会
卓話のあと、会員の渡辺健壱君の職場、ワタナベ
フーマック株式会社の職場見学を開催し、ご多忙
のなか 22 人という大勢の参加を得ました。
芹澤会長の挨拶のあと、まずは渡辺健壱君から
お話をいただいた。お父様から二代目として会社
を引き継ぎ、いろいろな経緯を経て現在の食品機
械、特にスライサーに特化した機械の製造をはじ
めた経緯など、苦労話も交えながらのお話しで大
変意義の深いものでした。その後現在社長でご子
息の渡辺将博氏により PC を使ったプレゼンテー
ションで会社案内がされました。
次は 2 班に分かれ工場見学。事務部門から設計
や試作部門、機械組み立て部門、そして素材や部
品の製作部門―—こちらは鉄工所から発展された
会社らしく金属素材そのものを加工して部品を
つくっている。その他製品の発送、修理、部品倉
庫なども備えています。

特に設計や試作部門は機密保持のため厚い壁に囲
まれたシークレットゾーンとなっています。
自社で一貫して開発から設計、製作、販売などす
べての工程をおこなっており素晴らしい会社と感
じた次第であります。
渡辺健壱君にはいい機会を与えていただき心よ
り感謝申し上げます。
本当にありがとうございました。

月

日

今後の例会予定
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卓話「アンガーマネジメント
～パワハラ防止と組織活性化の
ための感情コントロール」
人材開発オフィス
エムズモーメント
代表 川地 美仲子さん
第 8 回理事会
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休

E グループ家庭集会報告
と き 1 月 24 日（金）18：00～20：00
ところ 名古屋観光ホテル「北京」
出席者 リーダー 山内 サブリーダー 猪子
中村 平松 高橋 山田(章）加藤(昌)
報 告
当日は職業奉仕月間にちなんでパストガバナー
村井總一郎君の卓話、午後からはワタナベフーマ
ック㈱職場見学に引き続きの家庭集会となりまし
た。
よってテーマは「職業奉仕について」です。
ロータリー歴の長い中村君を中心にロータリー活
動の歴史、経験談をお話下さり、また例会の在り
方など、非常に参考となりました。
職業の向上を図るためには、やはり積極的に例会に
参加し、よき友を作り、お互いの心を磨き合う事が
必要であると、今更ながらに感じた次第でございま
す。
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会

卓話
「いつまでも自分の足で
歩く為に」
理学療法士
日本スポーツ協会公認
アスレチックトレーナー
片浦 聡司氏
第 3 回クラブ戦略委員会
例会変更
西名古屋分区
インターシティミーティング
2 月 27 日（木）16：00
ヒルトン名古屋
港友例会
第 9 回理事会

3

