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本日欠席者 磯川君、鈴木君、橋本君、松井君、吉田君
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第２１０６回例会　　２０１８年８月２７日（月）晴れ

司　会　　高波副幹事

合　唱　　手に手つないで

メイクアップ　　【前回分】中村君（米山奨学セミナー）

本日は島村新会員のスピーチに続き、職業奉仕委員
会のクラブフォーラムです。お二方にはどうぞよろ
しくお願いいたします。職業奉仕については、6月末
ごろに｢『内向き』と『外向き』わかりやすい職業奉
仕｣という冊子が配られましたが、皆さんお読みにな
りましたか？｢内向き｣と｢外向き｣の職業奉仕なんて
、今まで聞いたことがないという方がほとんどでは
ないでしょうか。この冊子でも地区職業奉仕委員長
の瀧澤さん(藤沢RC)が｢職業奉仕とは、他の奉仕団体
や慈善団体と区別するロータリーの根幹理念であり
、とても大切な神髄であるということはわかってい
ても、それを正しく理解し、正しく行動することは
容易ではありません｣と書かれています。しかし、｢
2016年規定審議会で、標準クラブ定款に、会員の職
業上の手腕を活用するクラブの対外的職業奉仕プロ
ジェクトが明記されたことを踏まえ、伝統的職業奉
仕論を超えて、クラブの対外的活動の枠組みで職業

奉仕を捉えようという考えに触れ、ロータリアンの
内面的行動規範としての職業奉仕(内向き)と、クラ
ブの対外的活動としての職業奉仕(外向き)とを分け
てみたらどうだろうか、と考えた。｣そうです。この
冊子の中で質問が出されています。「問：あなたの
会社で作った製品は保証期間が1年です。お客様が
、製品が故障したと修理を依頼してきました。しか
し、購入から1年半が経っています。しかもよく見
ると、自然の故障ではなく、使い方に問題があった
ことを隠しているようです。さあ、あなたならどう
しますか？　①有償で修理する　②無償で修理する
」皆さんはどう考えますか。また、こうも書かれて
います。｢ロータリーは寄付や奉仕活動をすることが
最終目標ではありません。寄付や奉仕活動に参加し
たり、例会の卓話などで勉強した｢奉仕の理念｣を自
分の職場に持ち帰ります。そして、職場で、自分の
ためだけでなく、真実・公平・世のため人のためを
考え、時には自己犠牲も厭わない、さらに言えば｢四
つのテスト｣を社是社訓として、自分自身を律し、日
々の仕事に邁進する。そして自分の職業を通じて、
職業で世の中に貢献し、奉仕する。そこまでやって
初めて｢職業奉仕｣となるのです。｣そこで先ほどの答
え合わせです。｢保証期限切れであっても、杓子定規
に対応せず、できる限り寛大に、お客様の利益も考
慮して、無償で修理ができないかどうか考えましょ
う。事実を隠していたお客様はあなたの寛大な行動
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を見て自らの行動を恥じ入り、さらにあなたの会社
のファンになるでしょう。評判は高まり、より大き
な成功に結び付くのです｣とあります。これでは保証
期限を設けた意味がなくなってしまう、自己犠牲で
成功した会社があるのか、と思う方もいらっしゃる
でしょう。この冊子では｢日々の仕事の中で最終的な
経営判断を迫られる分かれ道に立った時、｢ロータリ
アンらしさ｣｢奉仕の心｣を思い出し、それに従って決
断し行動することができるかどうか、その時に備え
て日頃から奉仕の理念を学んでいるかどうか｣が大切
であり、職業奉仕とは｢奉仕に学び、職業で奉仕する
｣ことと述べています。2016年規定審議会の改正に
より、標準ロータリークラブ定款第6条2に以下の文
言が追記されました｢奉仕の第二部門である職業奉仕
は、事業及び専門職務の道徳的水準を高め、あらゆ
る職業に携わる中で奉仕の理念を実践していくとい
う目的を持つものである。会員の役割には、ロータ
リーの理念に従って自分自身を律し事業を行うこと
、そして自己の職業上の手腕を社会の問題やニーズ
に役立てるために、クラブが開発したプロジェクト
に応えることが含まれる。｣(一部略) 前段部分はこれ
までの｢内向き職業奉仕｣ですが、追加された部分は
、クラブが対外的活動として行う職業奉仕の実践の
形、いわば｢外向き職業奉仕｣を示しています。まと
めると、｢内向き職業奉仕｣はロータリアン一人一人
が、奉仕活動の中で｢奉仕の理念｣｢四つのテスト｣を
勉強し、それを自分の職場に持ち帰ります。そして
これらに照らして自らを律し、自分の仕事を遂行し
ます。自分の職場で、自分の職業を通じて、奉仕の
理念を実践し世の中に貢献奉仕すること｡｢外向き職
業奉仕｣は、会員の職業上の手腕を、社会の問題やニ
ーズに役立てるためのクラブの奉仕プロジェクトに
活用すること、ということになります。外向き職業
奉仕の実践例として、大和RCさんが行った｢様々な
職業の方と語る会｣があげられていますが、今年度地
区補助金を使って実施する子どもカフェでも、寒川
RCの皆さんが子ども達にご自分の職業について話を
する機会を取り入れたいと考えています。

誕生祝　高波美幸様(代理:高波会員)、村松志保子様(
代理:村松会員)

◎三澤会長・井上幹事
1）毎回の挨拶が｢暑いですね！｣と、まだまだ暑い
日が続くようですが、熱中症には気を付けてくださ
い。
2）本日は新会員スピーチ：島村会員、クラブフォー
ラムで職業奉仕委員会石腰委員長、よろしくお願い
いたします。
◎中村会員
先日の父の葬儀にはご会葬を賜りまして大変ありが
とうございました。心より感謝申し上げます。
◎高波会員
1）本日は女房の誕生祝をありがとうございます。
2）私事ですが、先日の菊地先輩のエイジシュートお
祝いコンペで、自己ベストの41/47-TOTAL88で回れ
ました。またその際に、寒川RCゴルフ同好会入会以
来の目標であった清水先輩のグロス越えも達成でき
、私にとって最良の一日になりましたので、感謝の
気持ちを込めスマイルします。
◎島村会員
今日はスピーチの時間をいただき、誠にありがとう
ございます。
◎青木、秋本、石腰、石塚、井上(稔)、入澤、内野
、小澤、金子、菊地、椎野、清水、下里、二ノ宮、
林、三留、村松、山本(和)、山本(哲)、若菜、各会員
1）中村会員のお父様がお亡くなりになりました。こ
の度は誠にご愁傷様でございます。心からお悔やみ
申し上げます。
2）地区会員増強･会員維持委員会の櫻田さん・水嶋
さん、ご苦労様です。卓話期待しております。

ゴルフ同好会　椎谷会長
本日回覧を回していますが第235回寒川RCゴルフ同
好会コンペが10/3(水)に、6RC親睦ゴルフコンペは
11/5(月)に行われますので、大勢のご参加をよろし
くお願いいたします。
中村会員より、ご尊父様ご葬儀会葬のお礼

例会変更

幹事報告

なし

回覧

委員会報告 なし

その他

週報受理
台北士林RCより

●寒川神社
～相模薪能パンフレット広告協賛に対するお礼状
●寒川町野球協会学童部
～秋季大会兼寒川ロータリークラブ杯県学童大会40
周年記念大会開催案内｛開催期間:10/7～10/14｝

〇タウンニュース8/24号
〇米山梅吉記念館より、館報2018秋号、秋季例祭開
催案内、賛助会入会のお願い



新会員スピーチ：島村盛晶会員
お茶屋？ジェイコム？島村の会社って、何の仕事し
てるの？と、聞かれる事がとても多いです。今日は
、改めて自己紹介と会社紹介をさせていただければ
と思います。現在、(株)グランドラインーマルシゲ
は、「お茶の小売業」「ケーブルテレビ会社への営業請
負業・営業コンサルティング業」の2事業を営んでお
り、事業規模の割合は、お茶の小売業→5％、ケーブ
ルテレビ関連事業→95％、となっています。｢いつ
か自分で商売をしてみたい｣という夢を持っていた父
が43年前に脱サラをし、寒川でお茶屋を開業したの
が｢まるしげ｣のスタートです。右も左も分からない
寒川の地で、消防分団や商店会・青年会議所等の活
動を通し、少しずつ少しずつ寒川人にさせていただ
きました。特に、30年前に志を共にした皆様と一緒
に｢寒川ケーブルテレビの設立・開局｣に携わらせて
いただいた事は、弊社にとって大きな転換点となり
ました。寒川ケーブルテレビ開局4年目、｢地元出身
の営業マンが必要だ、盛晶やってくれるか｣と守屋社
長からお声をかけていただき、私も寒川ケーブルテ
レビに入社をしました。その後、会社がジェイコム
化をする事となり、地域とのパイプ役として残る事
となった父と共に(株)ジェイコム湘南の社員になり
、私は営業職を担当しました。その後、営業成績で
評価を受け、ジェイコムの本体である(株)ジュピタ
ーテレコム(本社)に転籍をし、本社営業部セールス
トレーナーとして、全国に40あるジェイコム各局で
営業の指導を7年間担当しました。そこで学ばせてい
ただいた、「営業の体系化」「営業を教える」という技
術は、私の宝物であります。｢センス｣で片付けられ
やすい営業ですが、｢やり方｣を確り指導する事で、｢
誰でも営業が出来るようになる｣事を学ばせて頂きま
した。父が60歳を迎えた13年前、ジェイコム湘南の
役員を退任する事となり、私も思い立ってジュピタ
ーテレコムを退職して一緒にお茶屋へ戻り、ジェイ
コム時代に学ばせていただいた、｢営業ノウハウ｣と｢
指導ノウハウ｣を武器にケーブルテレビ会社専門の｢
営業支援｣｢営業コンサル」業をスタートしました。
全国には、ジェイコムと同じようにケーブルテレビ
を運営する会社が400社近く有ります。ジェイコム
が約40社ですから、それ以外の会社の方が沢山ある
んです。業界No1はジェイコムですが、例えば隣の
平塚市にある湘南ケーブルネットワーク(株)は、360
社ある独立系ケーブルテレビの一つです。現在は、
秋田ケーブルテレビ(秋田県秋田市)、ケーブルテレ
ビJWAY(茨城県日立市)、YOUテレビ(横浜市鶴見区)
、ジェイコム湘南(藤沢市)、飛騨高山ケーブル(岐阜
県高山市)、魚津ケーブル(富山県魚津市)、ハートネ
ットワーク(愛媛県新居浜市)、の7社から営業とコン
サルティングの委託を請け、弊社25名の社員が各地
で業務にあたっており、私は各営業拠点へのラウン
ド業務と、営業トレーニング業務をしております。
今回、寒川ロータリークラブに入会させていただき
、育てていただいている寒川の地でロータリ

クラブフォーラム
職業奉仕委員会　石腰委員長

ー活動を通し、事業・自己を更に成長するチャンス
をいただく事が出来ました。ありがとうございます
。クラブ活動や親睦会等、積極的に参加させていた
だきたいのですが、入会にあたり、先ずは｢毎週月曜
日の例会にビシッと参加する｣事からはじめさせてい
ただきたいと思っております。その先、是非色々な
活動に参加させていただきたいです。皆様に遅れを
取らぬよう、確り取り組んでまいります。改めまし
て、よろしくお願い申し上げます。

皆様、こんばんは。本日の残りの時間は、職業奉仕
委員会クラブフォーラムとして、本年度、職業奉仕
委員会委員長を仰せつかりました石腰が進めさせて
いただきます。ロータリーでの役職は初めての事に
て、勝手がわからず、不安ではありますが、ご指名
を戴きましたからには、精いっぱい務めさせていた
だきます。そして、本年度の職業奉仕委員会の委員
は、委員長は私石腰、副委員長は高波副幹事、委員
として、木村会員、下里会員、椎谷会員、磯川会員
、山本会員、総勢7名です。何と言っても、皆様の温
かいご支援・ご協力は欠かせないところであります
。どうぞ、一年間宜しくお願い申し上げます。今日
のこの時間は、最近の急速な社会の変化に対し、現
在、またこれからの職業奉仕活動をどのように行な
い、奉仕の理想に叶うにはどうしたら良いかを考え
る時間になればと思います。職業奉仕委員会の活動
方針は、｢職業倫理の高揚に努め、他の委員会と連携
し、会員個々の専門知識・スキルを用いて、クラブ
の活動や大きなインパクトを生むプロジェクトに貢
献する奉仕活動を目指します。青少年の健全育成、
特別なニーズを抱える人々への支援活動を推進しま
す｣といたしました。地域社会がより良くなるため、
ロータリアンとしての自覚を持ち、小さな活動を積
み上げて、誇れる職業奉仕をしてゆくことかと考え
ています。わが寒川RCでは、地域の現在の問題、例
えば、こども食堂の開催、学童保育、老人福祉の問
題などへの取り組みが既に行われ、会員一丸となっ
ての活動が進められておりますことはご承知の通り
です。他団体に比べ、多業種の職業の方々の集まり
がロータリーの特徴ですので、他組織・団体の方々
はきっと力強く感じていると思います。これからは
、この特別なニーズ・地域の問題に対応するための
、組織の充実・連携強化に加え、持てる能力を組み
合わせてより大きな力になるよう、力を蓄え整理し



ておくこと、さらには、継続的な活動をして行くこ
とが大事だと思います。これは、国際ロータリー会
長のバリー・ラシン氏、三澤会長の方針にもありま
す。｢私たちに与えられた責任は、可能な限り効果的
に奉仕することによって、情報の透明性と説明責任
を重んじながら、そして、意義があり、持続可能な
方法で、出来るだけ多くの人により良い変化をもた
らしながら、先人たちの活動の上に将来のための堅
固な土台を築くことです。ロータリーで会員が最高
の経験が出来るように、そして、ロータリーが今年
度や次年度だけでなく、ロータリーでの私たちの活
動、ひいては私たちの生涯を超えて成長し続け、世
界に役立っていけるようにしながら。｣これが、国際
ロータリー、バリー・ラシン会長のテーマ。また、
寒川RC三澤会長は、｢『超我の奉仕』からインスピ
レーションを働かせて、ロータリーに変化をもたら
す発想の転換を行い、新発想のもとにロータリーを
活性化してまいります。｣と続けて呼び掛けています
。先ほどの会長の時間でもお話がありました通り、
職業奉仕について、標準ロータリークラブ定款に2年
前2016年に改正が加えられ、五大奉仕部門の第二部
門に文言が追記されました。追加された部分は、ク
ラブが対外的活動として行う職業奉仕の実践の形と
していわば外向き職業奉仕といわれるものです。会
員の職業上の手腕を、社会の問題やニーズに役立て
るためのクラブの奉仕プロジェクトに活用してゆこ
うということです。この変更は今後の活動の大きな
変化・効果に結びついてくるものと考えています。
寒川RCでは、会長方針の活動計画の一つとして、幾
つかが現在進められています。職業奉仕委員会はク
ラブの方針を具現化、実践する委員会です。そこで
、本年度の職業奉仕委員会の活動方針は、主体性は
無いですが、クラブの目標を理解し、それに添って
他の委員会の活動に吸着し、コバンザメのような活
動をしてゆくことが良いのかと思います。活動計画
ですが、1.職業情報の発信を心掛け、職業奉仕の理
解に努める。これは、予定としては、平成31年1月
21日(月)、地区職業奉仕委員長、佐藤忠様(相模原東
RC)をお招きし、職業奉仕について講演いただく予定
です。既に三澤会長より依頼していただき承諾をい
ただいております。2.地域内の事業所見学を実施す
る。見学予定日は平成31年3月11日(月)です。今年度
は、寒川神社を見学し、近代・現代の寒川神社につ
いて理解を深めていただけたらと計画しております
。日頃の参拝とは異なる感覚が得られるかも知れま
せんので。あるいは、他の事業所見学の希望、ご意
見がありましたら、いつでも結構ですからお寄せ下
さい。3.寒川町青少年環境浄化推進協議会に参加・
協力する。4.寒川町青少年2団体への助成を継続する
。以上が計画でございます。今日は時間がありませ
んでしたので、後日にでも皆様のご意見を聞かせて
いただきたいと思います。一年間皆様のご協力をお
願い申し上げます。
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