
霜豆地区≡鶴阻頑喜喜彗巨回例蛮≡

◎　真実かどうか？

○　みんなに公平か？

四　つ　の　テ　スト

①　好意と友情を深めるか？

○　みんなのためになるかどうか？

職業奉仕

1．顧客に対して：

最上の品質、最高のサービスを提供しているか

常に正直と親切を旨としているか

2．従業員に対して：

彼等の長所を充分に認めかつ買っているか

安全で快適な職場を確保しているか

苦情に対して公正な態度で対処しているか

自ら誠実、正直、善意の手本を示しているか

四つの反省

3．競争者に対して：

公正な態度で接しているか

あなたは、行動をもって誠実を感銘させているか

彼等とともに事業水準の高揚につとめているか

4．協力者に対して：

公平でしかも友情にみちた関係を保っているか

いつも支払をよくしているか
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（頂長報告つ
川村徳男君

1．前回の例会で庄内分区Ⅰ．G．Fの開催案内が配ら

れましたが、補足して説明をします。

当クラブがホストですので、会員は全員参加と

いうことになりますが、特に新会員の方は、万障

繰り合せて必ず出席するようお願いします。また、

分科会の会場の広さの関係で収容人員に制限があ

りますので、どの分科会に出席するかはフォ【ラ

ムS．AAにおまかせいただくことにし、特にど希

望の分科会のある方は前もって申し出て下さるよ

うお願いします。

以上、Ⅰ．G．F委員会及びロータリー情報委員会

に代ってお願いします。

2．酒田R．Cから、創立25周年記念式典に出席の礼

状が参っております。

3．次の例会までの行事

（1）ロ¶グリー関係行事

来週の例会日は、ガバナーの公式訪問日です

ので、出席率100％の実現を出席委員長からお

願いしてありますが、私からも皆さんの絶大な

るど協力をお願い申し上げます。

本日は、ロータリー情報委員会のミ▼テイン

グが午後5時から4階第1会議室で行なわれま

すので、できるだけ多勢の方、特に新会員の方

はぜひど出席下さい。

18日（木）は253地区のIAC協議会が上ノ山

市で行なわれます。

20日の土曜は教育110番の第2回目です。多

分沢山の電話があると思いますので、当番のカ

ウンセラーの方々、事務局の方々、よろしくお

願い致します。

今日から3日間、クラブ有志による永平寺参

拝があります。私も皆さんの代参のつもりで気



をつけて行ってまいります。留守中よろしくお

願い致します。

（2）一般行事

17日は貯蓄の日です。隠し預金7兆円、とマ

ル優の制度が問題にされていますが、低所得者

を優遇する措置が高所得者の保護になってしま

ったようで、いつの時代、どこの社会でも「み

んなに公平」というのは、今やロータリーだけ

でしょうか。

18日は統計の日、数字は魔物といわれますが

基礎データのとり方ひとつで結果が大きく変る

ので、輿野党の攻防に夫々有利なものをバック

にしているのは皆さま先刻ど承知のとおりです。

（幹事報告）　迎田　稔君
0例会時間、場所変更

・酒田束R．C．

日時　10月25日00

場所　酒田産業会館

（職業奉仕委員会〕

例会　PM6：00～6：20

その後、クラブフォーラム

ビジグ料1，500円

・立川R．C．

日時10月18日（木）PJ几6：00　いも煮会

場所　庄内ドライブイン

ビジグ料　5，000円

・鶴岡西R．C．

日時10月19日（金）12：30

場所　気比神社（三瀬字宮ノ前）

ビジク料1，500円

○回　覧

八幡R．C．　活動計画書・活動報告書

○ロータリーレートの変更

11月1日より、1ドル235円から245円になり

ます。

○本日ファイヤーサイドミーティング、PM．5：00

より多数出席して下さい。

職　業　奉　仕　月　間　に　ち　な　み

r職業奉仕に関する私の提言」

高田耕助君

1．ロータリアンとして大変豊富な経験の持主で

ある小池・小松両先輩の裏打ちのお話しが後に控え

ておりますのでその前座の積りでやらせて戴きます。

職業奉仕はロー一夕リー活動の中心をなしています。

それと言うのもロークリ【クラブが職業分類の原則

によって組織された、実業家・専門職業人の親睦の

集りだからです。にもかかわらず一口に職業奉仕は

難しい、判らないと言われてフォーラムでもアンセ

ブリでも他の奉仕活動に比べて低調であります。尤

も判らぬものをヤレヤレと鞭撞されても目標がハッ

キリしなければ力の入れようがありません。いくら

金看板として揚げてもそれ相応の内容がなければ羊

頭狗肉で四つのテストに泣かされます。手前どもの

職業で知る範囲ではこれこそ職業奉仕ではないかと

思われる。会社を再建した早川種治さん山陽特鋼蘇

えらせたし、大山梅雄さんの東洋製鋼ツガミ池貝鉄

工建直し、最近では話題の佐世保重工函ドックの再

司会　佐　　藤　　　　忠　君

塵を引受けた坪内寿夫さん、自分の職業を通じて得

た経験ノウハウを生かして会社を救い。社員とその

家族の生活を守り、得意先はもちろんその地域社会

すらを救い、その影響は計り知れないものがありま

す。それに松下電産の松下幸之助会長さんは、二又

ソケットを考案し企業化してから身を起し、現在の

松下に至っておりますが数多くの良い商品を提供し

て国民の生活水準向上に貢献しております。松下政

経塾を開いて人材の発掘に当りP・H・P活動を通じ

て精神面まで尽そうと努力しております。この様な

事とロータリーの職業奉仕との拠点が兄い出せるで

しょうか。一方、我々ロータリアンは自分の日常の

仕事において日夜努力しております。最近の不景気

状況を見ますと第1に仕事を継続せしめると言う事

が何よりも大事な事の様に思います。倒産しては何

もなりません。多様化複雑化された現在に於いては

影響を計り知れないものがあります。適正な利潤を

得て発展させ社会的義務をはたし、従業員とその家

族の生活を守り、株主に報いて得意先はもちろん事

＼、／



業にかかわる一切の方々に尽す努力をすべきだと考

えます。当支店に於いても基本的思考三原則として、

長い目で物を見る　5年10年単位で

預り資産の増大

広い目で物を見る　巨視眠的に

相手の立場に立つ

客先ニーズ

生きた目で物を見る　時代の変化がはげしい

急速な国際化

変化に即応する対応を

と、日常心掛けてやっております。

さて、皆様の手許に青書のパンフレットをお上げ

しておりますが、これが先代の社長から我々が入社

以来時にふれてお話しがありましたことで、青書と

は年令を言うのではなく気持ちの問題であると言う

ことを幾度聞かされて来ましたが、特に我々の職業

は若々しい気力を常に持ち合わせてないとやって行

けない職業です。常に叱た激励されて来ました。こ

んな事を取り上げましたのは日本が北欧の島国アイ

スランドを抜いて世界一の長寿国になった事が厚生

省より発表されました。男74．20、女79．78才。21

世紀には65才の高令者が20％、つまり5人に1人

が老人と言う人口構成になると言うことです。

1人の老人を何人の働きで支えることになるかを

見てみますと、昭和55年（1980年）には高令者1人

を6．7人で支えていますが、昭和75年、21世紀にな

ると3．9人で1人の老人を支えなければならないこ

とになると言うことです。

ここで職業奉仕月間のスピーチの末席に加えて戴

きましたのでこの機会にロータリー、この皆様に、

そしてオーナーである皆様に高令名の働く場を1カ

年後を見越して今から考えて戴きたい。ここ2．3年

の内に急速にコンピューターあんピコミニケーショ

ンの波が押し寄せて来ます。どんな世の中になるか

検討もつきません。在宅勤務も可能になることでし

ょう。年老いた老人の日の行く町よりも年令は変え

ることは出来ませんが、高令者でも青書の気持ちを

持った、生き生き方々が住む町にすれば市の活性化

にもなりますし明るい住み良い市になるでしょう。

何もまして高令者の持つ経験専門知識を活用しない

手はないでしょう。

オーナーの皆様の様に功成り多をとげて巾のいい

目摘の生活を送られれば理想的ですが、一般的には

そういかない場合が多いと思います。

現在、パートは女性の方が多い様ですが、高令者

が過去経験した知識を生かせる様な仕事が1日2時

間でもあればそれが何よりの生きがいとなり、毎日

毎日の生活が楽しいものとなる事でしょう。

支離滅裂の話しで大変恐れ入りましたが、ロータ

リーの何たるかもまだ理解していない者が職業奉仕

≒言う尤も難しいテーマでスピーチさせられた事は、

もっともっと勉強せいと言う忠告と思いレこれから

も頑張って行きたいと思いますので宣㌧くお願いし

ます。

小松広橋君

2．職業奉仕に関する私の提言という題でありま

して提言というおおそれたことは申し上げることは

できませんが、昭和49－50年鈴木善作さんが会長

時代当時の職業奉仕委員長上野三郎さんであり、大

変御苦労されて只今私が持っている「ロータリーで

いう職業奉仕」の本、神守源一郎さん当時のバスト

ガバナーの職業奉仕に関する小冊子57頁にわたる本

でありますけれども、大変苦労され入手し当時の会

員に配布され、当時の会員67名そのうち36名の方々

が転勤、物故者、退会者となって居られ当時の会員

31名であり、現在先週末で会員数78名即ち47名の方

はおそらくこの本をあまり御存知ないかも知れませ

ん。昭和47年発刊されまして、今から12年前のこと

で社会的、経済的に環境が変っておりますので、こ

の時代の経過を勘案いたしまして1．2この本を紹介

いたしますので12年前ということを頭に入れて聞い

てもらいたい。この本は18項目からなる本であり、

その14番目に「道徳的水準を高めること」というこ

とで職業奉仕の実例が1．2載っております。これを

朗読してみます。東京西北R．Cの望月順治さんは有

名なパン屋さんでありますが、現在のパンの製造法

は私にはわかりませんし、その間だいぶ違うという

ことになると上野さんや吉野さんにさしさわりがあ

ると思い省暮させてもらいます。それから醤油のこ

とにふれていますが、醤油は日本が世界に誇る万能

調味料と思いますが、これは終戦までは、天然醸造

法といって、その醸造には1年から1年半の期がか

かり、原料の大豆のたん自分の歩留まりは、60％そ

こそこ程度だったそうです。ところが敗戦で大豆が

仲々輸入されなくなったので、考え出されたのが、



大豆を塩酸分解して作る、所謂アミノ酸醤油で、こ

れは味も悪くおいしくないということで、野田RC．

の茂木啓三郎さん、当時のキッコーマン醤油の社長で

でありましたこの方が新式二号という醸造法を発明

され、歩留り80％それから味も非常に良いと製造法

を発明され、これが自分の会社だけでどこにも発表

しないで企業秘密にしていたら膨大な利潤がキッコ

ーマンの会社に入ったらしいが、当時のアミノ酸醤

油のまずいものを国民の皆さんに食べてもらうのに

しのびないという考えのもとにこれを公に発表した

ようであります。こうした世の中のため、醤油業界

のためになるので自分の一社だけの発明にとどめな

いで発表されたのは職業奉仕の原点につながるので

はないかと思います。

また最後の17項目に神守さんの当時の経済社会と

申しましょうか、このような情勢下で考えのまとめ

のようにされているので朗撃望聖店前亮「

的責任の在り方をめぐって、企業が今日ほど、厳し

い環境の中に立たされたことは、脅てなかったでし

ょう。企業もまたコミュニティの一一構成員として行

動し、豊かにして健康な地域社会を育てあげること

に、積極的に貢献すべきことが、このことを以って

も知られるのであります。これをドイツ流にいえは、

F。テンニースの有名な分類、ゲルシャフト（利益

社会）とゲヌイシャフト（公共社会）の違いは今や

それ程なくなり、ゲルシャフトの代表選手であった

企業も、その好むと好まざるとにかかわらず、ゲヌ

イシャフト化せざるを得なくなったと云いまわし方

を変えてもいいでしょう。この思想を更に抽象化す

るならは、河野健二氏が、その著「現代史への視産」

で説くように、現代では資本主義社会の終宴の時で
｛・一一一一一～、－－一、－－一・・・・・・・▼・1－r■】■一一

めり、本当の意味での社会主義への移行期である。

即ち、現に存在する資本主義の諸国、社会主義を標

栃する諸国のいずれもが、今自らを相対化しつつ、

共通の「人間的連帯」を生み出す、今迄の社会主義

と意味の違う「新たな社会主義」へと移りつつある

∈とを認識すべきである。との論述に我々は注目し

たいものであります。

戦後の長い間、企業というものは経済立国を目指

す我が国のリーダーであり、成功した経営者は英雄

とさえ仰がれました。しかるにですよ、環境の変化

は企業に対する社会の目を大きく変えました。今や

企業は環境を破壊し欠陥商品を売りつけるけしから

ぬ輩であり、その経営者は公害病患者の前でただ叩

頭を続ける被告でしかあり得なくなりました。かっ

て企業が、甘っちょろくも自らかつぎ出した企業の

社会的責任論は却って選手にとられて、今やその確

立を社会から迫られているといった実情であります。

経営者の中には、「企業の本来の機能である利潤

の追求を、誰はばからぬ公正手段で行い、依っても

？て企業の成長と安定をはかることこそ企業の社会

的責任ではないか」という考え方も少なくないので

あります。又、ビジネスの仕事はビジネスであり、

社会の福祉なんぞは政府の責任であるから、経営者

が社会改善の仕事をしたり、又、そのために企業に

余計な負担をかけるような権利も資格もないじゃな

いかと主張する人もおります。又、一方には企業も

多少の社会的責任を負うことは仕方ないとしても、

そのために本来の企業の目的、精神を浸食して、企

業の業績について、今日認められている判定基準か

らすれば、悪い方に入らなければならないが、それ

ではイヤだとの議論もあります。こういう考え方も、

今迄なら充分立派に通用したでしょうが、今日に於

ては企業は単純素朴な私的なモノではなくなって、

社会構成の有力な一環をしてその経営もただ資本の

論理に従うたけではなく、社会全体から、まあいっ

てみれば「信託」されているような拾好のものにな

っているのであります。ですから現代の経営者は、

倫理的にも実際的にも、たた自分の企業の利益だけ

を追うことは許されず、経済・社会との「調和」に

おいて生産諸要素を最も有効に結合して、良質且つ

安価な商品を生産し、サービスを提供するという立

場に立たなくてはならなくなったのであります。

小池繁治君

3．職業奉仕に関する私の提言の題でやらせても

らうわけですが、私自身提言することもありません

が自分に対する自戒の意味も含めまして私の考えて

いる点を申し上げ、ロータリーになんとか職業奉仕

に結びつけば幸いであります。

私はしがない本屋の経営をまかせられているわけ

でありますが、一つの企業というものは利潤を上げ

なければ再生産に結びつかないから利潤を上げる大

前提があるはずです。その前に、いわゆる事業の経

営をまかせられるということは私自身満足している

ものではありません。企業である限り従業員に対し



ては人並みの賃金をあげなければならないし、労働

条件にしても人並めにやらなければならない。また

株主・出資者に対しては少なくとも年10％の利益還

元を考えないと普通の経営者としての資格はないの

ではないかと思います。それらを含めますと、私は

全く条件を満していないので大変恥ずかしいことで

す。これも除々に直す姿勢を持ち続けてやるのが本

当の経営者でないかと思っています。ロータリアン

であるからでなくロータリアンである前に企業者と

してそういう意識をもたないで商売をやることは社

会に対して非常に不尊であると考えております。時

代はどんどんと変っていきますが流行と確という

〆頁．′一言葉がありますが、どんどん変っていきますが不

のものが必ずあるはずです。それは人間関係、ある

いは社会に生きる一員として変えてはならない部分

があります。これが商いの理念が根底にあるべきも

ので流行を追うこともよいが、根底に流れる例えば

＿‾‾　二二∴∴‾・∴＿‾‾さ■

ちゃいけないのでないか。スピードの時代であって

も、いろんな組織の中に組み込まれないと商売自体

やれない時代でございます。スピード時代になると

自分の立場を忘れがちで、私が鶴岡で商売をやって

いるという立場をきっと持たなければ良い経営者に

はならないと思っています。いずれにしても商売は

競争の原理の中でやらなければいけませんし、どん

な企業でも人間がやっているので、それは社会のた

めになんらの貢献をしていなければ企業として私は

成り立つことが不可能と思っています。人を幸せに

しない企業は永続しないものではなかろうと思いま

す0ロークツ二手鱒の綱領の中の2項に実業及び専

門職業の垂堅些杢撃阜高めることがあります0それ

を高めることが職業を通じて社会に奉仕するために

高めなさいということで、自分の職業専門職という

ものをプロに適する認識を自分自身高めることがそ

の職業の品位をあらしめて初めて社会に奉仕するこ

とができると書いてあるので、そういう意味を含め

てプロテシュナルに徹するということが根本にある

のではないか、自分の職業の水準を高め世の中のた

めになるのではないか、と思われます。

私が申し上げるのでなく、私自体に対する理解を

含め、職業とはそういうものと思います。

（親睦活動委員会）

クラブ親善ゴルフコンペを挙行

日　時　10月26日（金）

集合　11：30

スタート　12：00

場　所　　湯の浜

コンペフィー懇親会共2，000円

申し込み　山下さんへ

地　中雨決行

⊂㌃了「「㌃）

菅原辰古君　第39回国民体育大会、県知事と

共に副団長として参加して

吉　野　勲君　　7日、山形県洋菓子コンテスト

で団体優勝

張　　紹渕君　　台湾庄内朝日村のような山であ

るが、わざわざ80才の姉と3人

来鶴に感謝して

飯野準治君　　荘内銀行ゴルフコンペで優勝

（ビ　ジ　タ　ー）

立川R．C．　　滝　　禅源君

鶴岡西RC．　野　口　弥君．長野正彦君

（今週の担当者　斎　藤　昭）

ロータリー用語便覧（9）

R・ト資金よりの　国際ロータリーの資
寄付行為　　　金は、その加盟クラ

ブにより、それ自体の目的のために提

供されたものなので、これを他の団体

の活動のために寄付することはできない。

国際ロークリ¶は、各ロータリアンが個人的にそ

の地域社会の有用な奉仕活動に参与することは、そ

の加盟クラブを通じて奨励している。

また、戦災ロータリアンの救助その他災害救助な

ど特定の目的をもって国際ロータリーへ贈与された

資金は、これを財団の資金に繰入れ、指示された目

的に支出することになる。→ロータリー財団への遺

贈と寄附行為

印刷物の版権取　機関紙「ロータリアン」、公式名
得　　　　　薄緑、職業分頬指針、国際大会報

目
迎



告害その他R．Ⅰ．にて出版する印刷物については、そ

の内容が商行為や広告目的に利用されないように版

権が取得され、その旨が記載されているので、これ

を複製しようとする場合には事前にR．Ⅰ．の許可が

必要となる。しかし版権取得をしていない出版物の

一部または全部の複製については、出拠として、単

に国際口一夕リーの名を付記するだけで、許可され

ることになっている。

会　　員　　証
会費を納めた正視の会員であるこ

とを証明するカードで、各半期ご

とに、事務総長の複写印刷署名のある所定の用紙に

クラブの幹事が署名して交付する。ロータリアンが

海外での他のクラブの例会に出席する場合には、必

ずこの会員証を提示して自己を紹介しなければなら

ない。

この会員証は一定様式の小型なカードで、国際ロ

ータリー事務総長の複写印刷署名のほか、会員名、

所属クラブ名、職業分類、納入した会費の期限、ク

ラブ幹事の署名、および当人署名のための空欄が設

けてある。

会員の種類
会員には、①正会員（アディショ

ナル正会員を含む）、桓）シニア・

アクチブ会員、④バスト・サービス会員、④名誉会

員の4種類がある。会員に与えられている資格は、

それぞれ個人に属するもので、その会員が代表する

会社その他の法人には属しない。

会員の選挙手続
新会員の推薦および選挙が推奨ク

ラブ細則11条の規定によって行な

われる場合、その手続きは次の通りである。

①　クラブの正会員、シニア・アクチブ会員、も

しくはバスト・サービス会員または会員増強委

員会によって推薦された会員候補者の氏名を、

書面をもって、クラブ幹事を通じて理事会へ提

出する。この推薦は、この規定に別の定めがあ

る場合を除き、しばらく秘密にしておかなけれ

ばならない。

④　理事会は、職業分類委員会に対し、被推薦者

の職業分数上の審査とその報告をもとめ、さら

に会員選考委員会に対し同人の資格要件、人格、

職業上および社会的地位、さらに一般的適格性

を調査・報告するよう要請する。

④　理事会は、前記の両委員会の勧告を審査し、

1州リ　グト　′7　7‾′捌　l【和11さ

その承認を決定し、推薦者へ知らせる。

④　理事会がく承認〉を決めた場合には、推薦者

は、ロータリー情報委員会の委員1名または数

名とともに、被推薦者に対し、入会申込書の記

入・提出をもとめ、また本人の氏名および本人

に予定されている職業分類をクラブで発表する

承諾をもとめる。

㊥「推薦者の氏名の発表後10日以内に、クラブ会

員からの異議申し立てがない限り、会員候補者

は細則に定められた入会金を納め、クラブ会員

にみなされる。

理事会に対し異議申し立てがあった場合には、

定例または臨時の理事会を開いて票決を行ない、

反対票が賛成票を越えなかったときは、入会金

納入など所定の手続きを終えることにより、同

様にクラブ会員に選ばれたものとみなされる。

以上の手続き・規定によって会員が選挙され

たとき、クラブ幹事は、当の会員に対して、身

分証明書を発行し、その氏名をロータリー事務

総長に報告する。

㊥　当該会員は、クラブ例会で、新会員として正

式に紹介される。

会　計　監　査
クラブは毎年1回、公認会計士ま

たは相当の有資格者により、クラ

ブのすべての会計事務について監査を受けなければ

ならない。R．Ⅰ．理事会もまた、その会計帳簿につい

て同様の監査を受けなければならない。監査後、そ

の要約報告書を、理事会の承認を受けてから、印刷

に付し、加盟各クラブ、全R．Ⅰ．役員・委員に配布し

なければならない。ロータリー財団の管理委員会も

R．Ⅰ．の会計監査と同一人にその監査を委嘱し、その

報告をR．Ⅰ．資金の会計報告と同時に、同様の方法で

行なわなければならない。

クラブ奉仕活動
ロータリー奉仕の4つの部門のう

ちの1つ。推奨クラブ細則はタラ

ブ奉仕の特殊な性格に鑑みて、出席・親睦・雑誌・

会員選考・プログラム・広報・職業分類・ロータリ
ー情報等の各委員を置くことを規定して、その活動

を促している。また、必要に応じて、以上の常置委

員会のほかに、特別委員会・臨時委員会を設けて、

クラブ奉仕活動を助けることもできるよう視定され

ている。
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