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国際ロ－タリ－第 2790地区 

【和同開珎】漢字パズルの謎解き問題 

】 

◆欠席者【敬称略】      
石井・叶川・嶋津・鈴木（秀）・中野・林田  

 

◆出席 会員４２名 ◆出席率     ８４.６１％ 
出席３３名 ◆修正前出席率 ７８.９４％ 
欠席 ９名 ◆修正後出席率 ８４.２１％ 

 

◆メイクアップ 
 8/3  3 委員会合同委員会 

加藤智生・石田亨・鶴岡大治・林孝二郎 

 8/3 第 2 回定例理事会 

大里光夫・渡邉愼司・堀内正人・近藤直弘 

石田亨・小林裕治・佐藤丈夫・松岡邦佳 

加藤智生・宮寺順子・林孝二郎 

◆四つのテスト       
田口理紗会員 

※答えと解説は週報の最後で！ 



■ゲスト・来訪ロータリアン紹介 
近藤直弘副会長 

米山奨学生 玄香花（げん こうか）様 
 
◆米山奨学金授与 

近藤直弘副会長より玄香花様へ 

 

 

◆誕生日祝い   山田修平会員（7 月 28 日） 

 

 

◆私の記念日祝い    藤野宏治（8月 1日） 

 

◆会長挨拶・報告      大里光夫会長 

 

皆さんこんにちは、本日はコロナ感染の疑い

がありＷＥＢにて参加させていただいており

ます。自宅にて市販のキットにて検査したとこ

ろ陽性反応が有りました。病院にて検査したと

ころ陰性との結果で、微熱が有ってから６日で

体調は万全です。ご心配をおかけして申し訳あ

りません。 

私の高校時代の同級生に映画プロデューサ

ーをしている人間がいます。数年前木更津東Ｒ

Ｃの卓話に来たことも有り覚えている方も多

いと思います。昨年、新しい映画が出来上がり、

今年の５月７～８日に君津市文化ホールでも

上映されました。本日はＷＥＢで画像共有でき

ますのでＰＶを流しますのでご覧ください。 

この映画は木更津の西口、仲片町周辺で多く

撮影されています。ドローンも多用されていて

木更津西口の昭和のノスタルジーを感じるこ

とが出来ます。車で通るとまばらに残る古い建

物は取り残された感じの街並みかもしれませ

ん。ですがストーリーと重ねてみると見方や味

わいが変わってきます。 

昨日、西口北片町に有る小さな自動車鈑金塗

装会社へ伺いました。２０年ほど前に鈑金塗装

組合を退会した会社でしたが、再度加入すると

のことで昭和１９年生まれの社長に会いに行

きました。北片町で何代も続いている家系のか

たで、話の流れで社長の幼少期・昭和３０年代

の木更津港町のことを話す中で、当時父親が海

運と倉庫物流の「木更津商事」という会社で働

いてたことも話題に上がりました。木更津商事

は有島敏夫チャーターメンバーの会社です。私

としては、まったく知り得なかった話で、港近

くの北片町、仲片町の周辺も見方が変わりまし

た。 

今月は会員増強月間です。会員増強・研修員

会の加藤委員長へは３委員会合同（会員増強・

研修、国際奉仕、米山奨学会）の炉辺会議をお

願いしております。年代や業種が違っても経験

の共有をすることは大きな財産になると思い

ます。是非先輩方からは広い分野で経験を話し

ていただき、若手会員は新しい発見と楽しいと

時間を過ごしながら仲間を増やす意識作りが

出来たらと考えております。今年度は木更津を

こよなく愛するメンバーが増えるように私も

頑張りたいと思います。 



本日もよろしくお願いいたします。 

 

■幹事報告           石田亨幹事 

 
1. 幹事報告 

1) 本日は例会終了後、第 2 回理事会となって
おりますので、理事・役員の方のご出席を
お願いいたします。 

2) ガバナー事務所より、ガバナー事務所夏季
休業のご案内が届いておりますので回覧
いたします。 

2. 他クラブからのお知らせ 
1) 松戸 RC より、メールアドレス変更のご連

絡が届いておりますので回覧いたします。 
2) 袖ヶ浦 RC より「例会場変更のお知らせ」

が届いておりますので回覧いたします 
3) 富津中央 RC より「例会変更案内」が届い

ておりますので回覧いたします。  
4) 君津ＲＣより「クラブ活動計画書」が届い

ておりますので回覧いたします。 
3. その他のお知らせ 

1) 木更津図書館より寄付採納についてが届
いておりますので回覧いたします。 

4. 回覧 
・ ガバナー事務所より「ガバナー事務夏季休

業」のご案内 
・ 松戸ロータリークラブより「メールアドレ

ス変更」のご連絡 
・ 袖ヶ浦 RC より「例会場変更のお知らせ」 
・ 富津中央 RC より「例会変更案内」 
・ 君津ＲＣより「クラブ活動計画書」 
・ 木更津図書館より寄付採納について 

 
■委員会報告 
 
◆ロータリーの友８月号紹介 

雑誌姉妹クラブ 坂井委員長 

 

・ 横組 13ページ 
女性の会員増強 大きく立ち遅れる日本 
2021-22年度第 2710地区ガバナー 杉川 聡 

 
・ 縦組 13ページ 

卓話の泉 笑顔のトレーニング 
極上笑顔と話し方 講師・MCタレント浅井千
華子 

 
ロータリーの友の理解を深めるため、来週か

ら、委員会報告の際に名前、入会年月日、ロー
タリーの友で気に入った記事を発表するよう
にしたいと思います。 
会員名あいうえお順に、毎週一人ずつお願い

します。 
 
◆会員増強委員会     加藤智生委員長 

 

 

◆ニコニコボックス報告 

親睦出席委員会 佐藤優希会員 

 

 

◇藤野宏冶会員 
 私の記念日は、素敵な花をありがとうござい
ました。また、本日は担当例会で卓話させて
いただきます。いたらない卓話になると思い
ますが、宜しくお願いします。 

 
◇渡邉愼司会員 
前回は香花さんの送迎ができず大岩さんに
ご迷惑をお掛け致しました。本日も帰りの送
迎お願いします。（アクアコイン 9631） 

 

◇山田修平会員 



7月 28日、81歳の誕生日を迎えました。ク
ラブの皆さんにお祝いして頂き、ありがとう
ございました。 
 

◇宮寺順子会員 
早朝例会大田山草刈奉仕作業では、皆様暑い
中お疲れ様でした。無事、事業を終えること
ができ、一安心しました。次回、桜の植樹で
もよろしくお願いします。 

 
◆出席報告         佐藤優希会員 
 
■例会アワー 
 
◇社会奉仕・公共イメージ委員会 

 

◇会員卓話         藤野宏治会員  

 

職業奉仕について 

本年度、職業奉仕・公共イメージ委員会委員

長を大里会長よりオファーをされた際、さて

「職業奉仕」とはどういうことなのかばくぜん

としたイメージしかなく、委員会として何をし

たら良いのか？明確に私の中で確固たる説明

が出来ませんでした。そこで、まず当委員会の

最初の卓話は職業奉仕とはどんなものである

かを、私なりに調べて考えて行きたいと思いま

す。 

いくつかの文献を読んだのですが、主に 

「超入門 職業奉仕の入口」 

著者 村井 總一郎  

発行者 国際ロータリー第 2760 地区 2013−14

年度(初版時）職業奉仕委員会 

を中心に初心者なりの解釈をしながらお話し

していこうかと考えています。諸先輩の皆様か

らすれば、今更との思いやまだまだ、考え方が

甘いというご指摘もあると思いますが、温かい

目でお聞き頂き、むしろご指摘を頂ければと思

います。 

さて、「職業奉仕は難しい」、「職業奉仕はわ

かりにくい」と言われています。それは、社会

奉仕や青少年奉仕に比べ具体的な奉仕活動の

例が見えないことが、職業奉仕の理解を難しく

しているのではないかと思います。先ほども述

べましたが「職業奉仕がロータリーの金看板で

ある」とか、「ロータリーの根幹は職業奉仕に

ある」という言葉をよく聞きます。しかし、そ

の具体的な内容は分かりづらいものです。 

職業奉仕とは 

「自分の仕事をしっかりやること」 

「職業を通じて社会に奉仕すること」 

でしょうか？しかし、社会奉仕とどう違うので

しょうか？ 

私なりにまず職業奉仕の疑問をまとめてみま

した。 

職業奉仕の疑問 

１． 社会奉仕と職業奉仕はどのように違うの

か？   

２．職業奉仕って具体的にどういう活動をす

るのか？   

３．職業奉仕を一言で言うとどういうことな

のか？  

まず、この疑問を考えて行きたいと思います。 

ここで、職業奉仕について、書籍や、他のロ

ータリアンの卓話などをネットなどで探しな

がら調べていったのですが、ここで大きく躓き

ました。理論や哲学で説明する文章が多く、正

直何を言っているのか煙に巻かれている気分

になってきてしまいます。 

職業奉仕という言葉が、「職業」という「利

己（自分向きの方向）」と「奉仕」という「利

他（相手向きの方向）」の二つ の相反するベク

トルを持つ言葉を融合したものですから、理解

しがたいのものです。そしてこれを、『職業を

営む心と 奉仕の心は同じものだから、柔らか

く一緒に重ね合わせたのが 職業奉仕という言

葉です』と難解な解釈を出されると、わかっ た

ような、騙されたような気分になってきます。 

さらに職業奉仕以外の四大奉仕は「・・に対

して」という言葉を入れると理解しやすいので



すが、職業奉仕だけは違います。 

例えば、他の四大奉仕は 

社会に対して奉仕する 

クラブに対して奉仕する 

国際社会に対して奉仕する 

青少年に対して 奉仕する（青少年が奉仕する）

となるのですが、職業奉仕だけは「職業に対し

て奉仕する」となって意味が通じなくなってし

まいます。そ こで「職業を通じて奉仕する」

となるので、他の四大奉仕と比べ特殊な奉仕に

思えます。 

 

Ⅰ職業奉仕は顧客満足度を上げるサービスと

考える 

 

では職業奉仕とは何なのか？まず、ロータリ

ーに職業奉仕の理念を提唱した、アーサー・フ

レデリック・シェルドンのことを話さずして、

職業奉仕は語れませんので、まず身近な例を取

り上げてシェルドンが求めた職業奉仕を考え

てみます。 

この章では職業奉仕という言葉を理解する

為に、「職業サー ビス」という言葉に置き換え

て考えてみましょう。何人かのロータリアンの

方が、「サービス」と「奉仕」という言葉の解

釈 や、意味合いの違いを述べられておられま

す。奉仕とサービス は全く同じ解釈の言葉と

は思いませんが、ここでは難しく考え ず、「サ

ービス」と広くとらえて考えいてみます。  さ

て、この「サービス（職業サービス）」という

言葉をロー タリーに持ち込んだのが、アーサ

ー・フレデリック・シェルド ンです。  シェ

ルドンは１８６８年米国ミシガン州で生まれ、

経営学を 専攻していました。販売学を基本と

して自らも図書の訪問販売 をし、営業成績を

上げていたと言われています。１９０２年シカ

ゴでビジネススクールを設立し、サービスの 

理念を盛り込んだ販売学を教えていました。当

時のシカゴの商取引は「騙すより騙された方が

悪い」、「同 業者はすべてライバル」、「法さえ

犯さなければ何をやっても 良い」といった荒

廃した、職業モラルもない状態でした。しかし

その中でも、顧客を増やし継続し発展している

店があり、そこには幾つかの共通点があること

にシェルドンは気づきました。 それがサービ

スということでした。  

 

シェルドンが言ったサービスは次の通りです。  

１、適正な価格  

２、経営者・従業員の接客態度  

３、品揃え  

４、公正な広告  

５、取扱商品に対する知識  

６、アフターサービス 

 

今のサービス業界では当たり前のことばかり

ですが、詐欺まがいの商売や誇大広告の溢れて

いた当時ではとても重要な考えであったと思

います。 

顧客満足度を上げてリピーターを獲得するこ

とに繋がっているのです。「ホスピタリティ」 

を良くしたサービス。これが、シェルドンが教

えていた販売学で、リピーター獲得により継続

し発展させる、良質な「職業サービス」だった

のです。  

ロータリーの標語で、最も多く奉仕するもの、

最も多く報われる、というのがあります。  シ

ェルドンが提唱したものです。「最良奉仕の最

多果報」と 簡潔に言われることもあります。 

He profits most who serves (his fellowes ) 

best． （事業繁栄の職業奉仕の理念） 

またシェルドンは「大きな火は大きな熱を生み

出すが、小さな火は小さな熱しか生まない」と

も言っています。多くの良質な職業サービスを

行うことが自社への見返りが多くなるという

ことでもあります。 

しかし、これでは経営コンサルタントと変わ

らないんじゃないでしょうか？ロータリーの

職業奉仕ってもっと違うことじゃないでしょ

うか？サービスを金儲けの道具にすることが

職業奉仕なんでしょうか？ 

ではこの職業サービスをロータリアンとし



てどう実践するか について考えてみます。 

 

Ⅱ職業奉仕と社会奉仕 

 

 

この図は、RI第 2760地区 豊田ロータリーク

ラブの斎藤直美 ＰＤＧが発案されたと言われ

ている『ロータリーの樹』です。 

大樹において、「花」や「果実」に当たるの

が、社会奉仕や国際奉仕、青少年奉仕、ロータ

リー財団などです。職業奉仕はこれらを支える

「太い幹」なのです。またクラブ奉仕は樹の「根

っこ」に当たります。幹が太くならなければ、

枝は茂りませんし、花も咲かず、実 も結びま

せん。幹を太くすることが一番肝要なのです。

そして、職業奉仕とはこの幹を太くすることだ

と考えられます。 

つまり、奉仕（サービス）の心を持ってあな

たの職業を営み、業績が発展するとその果実を

また、社会奉仕させて頂く。 

また、業績が発展すると言うことは、最終的な

奉仕の受け手は自分ということになります。 

 

奉仕の受け手の違いが社会奉仕と職業奉仕の

違い 

例 パン屋さん 

缶詰のパンを開発し長時間保存が効く物にな

りました。これをアフリカの食糧で困っている

子供たちに届けました。この場 合、製品開発

は職業奉仕ですが、無償提供は社会奉仕と解釈

出 来ます。長期保存の缶詰パンはビジネスと

して会社発展の元となり、 収益を生み出して

くれます。また、老人が食べやすく、口の中で

溶けやすいパンの開発も 職業奉仕ですが、こ

れを町内の老人クラブに無償で提供すると 社

会奉仕ということになります。 

 

Ⅲロータリーの職業倫理 

 

現在、コンプライアンス（法蓮遵守）という

言葉が多く使われます。法令遵守は企業の最低

限のレベルのことで、あくまで法律を守ってい

れば何をしても良いと言うことになります。ロ

ータリーの職業倫理は、法令遵守に道徳を加え

たものを、包括的に考えることではないかと思

われます。 

 

四つのテスト 言行はこれに照らしてから  

The Four-Way Test of the things we think ,say 

or do 

１． 真実か どうか 

Is it the Truth ? 

２． みんなに公平か 

Is it Fair to all concerned ?  

３． 好意と友情を深めるか 

Will it build Goodwill and Better 

Friendship ? 

４． みんなのためになるか どうか 

Will it be Beneficial to all 

concerned ? 

 

例会にて毎回唱和している四つのテストです

が、この四つのテスト、もともとはハーバー

ト・J・テーラーと いう人が、倒産しかけてい

たクラブアルミニューム社の再建を 図る時に

考案したもので、当時の部下の４人の宗教が異

なる部 長に、自分の信じている宗教の教義や

理念に反するものがない かを確認して賛同し

てもらったということです。従いまして、この

四つのテストは職業上の取引や労務管理な ど

の企業運営上の確認なのです 

これを職業奉仕の観点で、解釈してみると 



あなたの営んでいる職業には  

１． 嘘や偽りはないか？  

２． すべての取引先に公正か？  

３． 信用を高め、取引先を増やすかどうか？  

４． すべての取引先に利益をもたらすかどう

か？  

このような文章になります。ここでは「all 

concerned」を「みんな」と訳さずに、「すべ て

の関連する＝すべての取引先」と解釈していま

す。このように解釈すれば、四つのテストこそ

職業倫理を問うて いる、まさにそのものにな

ります。 

昨今、某回転寿司チェーンにおいて、産地偽

装や偽装半額セールなどの問題が起こってい

ますが、上記の精神を経営者、また一人一人の

社員も理解し、このようなことが起きないよう

にすることが職業倫理を言えると思います。 

 

Ⅳまとめ 

 

職業奉仕とは結局何でしょうか？ ガバナー

エレクト研修では、「クラブ会員が自己の職業

を通 じて、他者に奉仕しながら、高い高潔性

をめざすこと」と解説 されているようです。   

もう少し内容をふくらませて、次の様にまとめ

てみます。  

『職業奉仕とは、職業サービスを念頭に相手の

立場に立った 職業活動を行い、相手の喜びを

自分の喜びとしながら、職業人 としてのより

高い倫理の向上に努め、世の中に広めていくこ

と』 

そして、職業奉仕とは倫理運動であり、職業倫

理を身につけて、それを社会に提唱し、 実践

していくことなのではないでしょうか。 

 

◆点鐘  近藤直弘副会長  １３時３０分

 
 
 
 
 
 
 

木更津東ロ－タリ－クラブ事務局メ－ルアドレス eastkisarazu-rc@nifty.com 

【表紙の謎解き問題の解説と答え】 

 

和同開珎では、見えている情報からの推測力が必要となってきます。 

「符」から「音符」を連想したり、「本」から「本音」を連想できるとスムーズに解ける問題でした。 

 

a = 足 とすると、次の 4 単語が完成します。 

補足(ほそく)、客足(きゃくあし) 

足首(あしくび)、足場(あしば) 

  

b = 音 とすると、次の 4 単語が完成します。 

本音(ほんね)、物音(ものおと) 

音符(おんぷ)、音質(おんしつ) 

 

a と b を合わせた言葉、 

「足音(あしおと)」が正解となります。 

謎解き練習問題.com 参照 


