
１０月 ４日 第２３５３回

□ソング：国歌・奉仕の理想

□ロータリー綱領:木村会員

□会員誕生日…原田、夜船、小田

□配偶者誕生…金澤

□結婚記念日…佐渡、市川、堀越、下山、三好

□事業所創立…大森、市川

□特別スマイル

・弊社のTVCMが完成しました。10/9からタネット

で放映されますので、加入されてる方はご覧下

さい。因みにイメージソングは石川真帆さんの

新曲"ストーリー"です。 （福本博之）

幹事 久藤 孝仁

・竹原市キャリアスタート実行委員会開催案内

10/18(木)15：30～ 竹原市民館

・第3回補助金管理セミナー開催案内

10/21(日)14：25～14：40 2710地区ガバナー

・2012-13年度東日本復興支援について

会長 荒谷 隆文

皆様今日は。今月は職業奉仕・米山奨学会の月間

になります。各委員会は今年度の活動計画を確認

し、一層の推進を図っていただきたいと思います。

又、それぞれの委員会の役割を会員の皆さんと勉

強し理解を深める月にしてほしいと思います。宜

しくお願い致します。

ロータリーの友の10月号に、田中RI会長のロータ

リーモメントが掲載されています。田中RI会長は、

入会2年目に職業奉仕の卓話を聞き、職業奉仕の

考え方を理解され、自分の仕事や人生の目的に対

する姿勢が変わり、ロータリーでの奉仕に積極的

に参加されるようになったそうです。

入会9年目を迎える私には未だ理解できておりま

せんが、2570地区職業奉仕委員長の「職業奉仕と

は」の記事がございましたので紹介致します。

『職業奉仕とは、ロータリーの原点であり、金看

板であるとよく言われます。しかし「どうも職業

奉仕はよく解らない」という声もよく耳にします。

確かに職業奉仕といえば会社の利益を目的とする

商行為であり、奉仕といえば世の為、人の為に利

益を求めない行為であります。

この正反対の二つの言葉を合体させて職業奉仕と

ロータリーでは言うのですから解りにくいのも無

理はないかもしれません。しかし、ロータリーの

先人が、この二つの言葉を合体させたところに、

ロータリーのロータリーたる所以があります。

江戸時代中期の心学者、石田梅岩が当時商人道を

説いた言葉に「商人の活動は、社会を益するもの

でなくてはならない。しかし、私利私欲があって

は世の人々に見捨てられる。あくまで“先を立て、

我を立てる”方針で商売をすれば世の人々が必ず

支えてくれて繁栄することで間違いなし」と説い

ています。

なんとシェルドンが説いた「最もよく奉仕するも

の、最も多く報われる」と同じ考えを基にするも

のであります。

ロータリー以外の団体では会員から沢山お金を集
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めて多額の寄附をすることが大きな奉仕活動とし

て評価されます。

しかし、ロータリーでは常に“先を立て、我を立

てる”または“利己と利他の調和＝奉仕”をベー

スに職業奉仕をした結果、得られた利益かどうか

が問われるのです。スポーツに例えると“フェア

プレーか”どうかであります。

ですからロータリークラブは寄附団体でも、慈善

団体でも、ボランティア団体でもないのです。ロー

タリアン一人一人が自分の職業を通して“奉仕の

心”を開発していく自己研鑽の団体であると言え

ます。

従って、ロータリーは職業奉仕が原点であり、団

体奉仕ではなく、個人奉仕が第一義であるといわ

れる所以であります。』

ロータリー情報委員長 吉岡 一眞

10月は職業奉仕月間であるこ

とから「ロータリーの友」に

は、その関連記事は当然職業

奉仕関連のものであり、その

主たるものは「職業奉仕を理

解した時」と題する田中作次

ＲＩ会長のメッセージと「今

も輝くシェルドンの職業奉仕理念」と題する北海

道釧路ＲＣの小船井修一会員の寄稿であろう。

前者は、田中会長の「ロータリー・モメント」と

呼ばれる体験、即ちクラブの1会員から熱意ある

真のロータリアンとなったその瞬間の鮮明な記憶

が述べられている。田中会長のそれは入会から二

年ほど経った時に、クラブ例会で聞いた職業奉仕

についてのある卓話であったという。それを契機

に職業奉仕という考え方を理解し、自分の仕事や

人生の目的に対する態度が完全に変わり、ロータ

リーの奉仕に積極的に参加するようになったと云

うのである。いわばロータリアン思考への動機が

述べられている。

次の小船井さんの寄稿は、今年一月に聞かれたサ

ンディエゴの国際大会での田中ＲＩ会長のスピー

チを引用し、『私は「奉仕を通じて平和を」とい

う概念に難しい哲学はないと思っている。私は哲

学者ではない、一介のビジネスマンです。只、ビ

ジネスマンとしての長年の経験から私は事業を成

功させるには顧客の満足を追求する以外にないと

いう結論に達しました。顧客に喜んでもらえば事

業も成功する。そうすれば私自身も幸せになれる。

しかし、それは事業が成功しているからだけでは

なく、人を幸せにしてあげることが出来たという

認識があるからです。』優れた経営者田中会長は

顧客の満足度が成功の道であるといっています。

この発言はロータリーの金看板であり、又我々が

受け継ぎ未来へ渡していかなければならない、い

わば「遺伝子」でもある職業奉仕そのものを指し

ています。これはあのアーサー・シェルドンの主

唱した「最もよく奉仕する者、最も多く報いられ

る」というロータリーのモットーとも符合するも

のであり、100年経った今も職業奉仕の根本理念

としてロータリアンの胸に深く刻み込まれている

ものでありましょう。

小船井さんは自動車ディーラーを経営しておられ

ますが、企業活動で重要視されている諸活動につ

いて「社会に、地域に、顧客に、そして従業員に

信用・信頼を得ることが、事業活動の継続発展を

可能にする」という前提で、現在多くの企業が経

営の根幹として活用している手法が「顧客満足」

「顧客ロイヤルティ」などであるといっている。

これを概観すると、やはり100年前にアーサー・

シェルドンが唱えた論理と一致していることがわ

かる。ロータリアンにとって難しい、理解しにく

いといわれる職業奉仕を理解する上で、大変参考

になると思います。是非一読されるよう推奨致し

ます。

□職業奉仕委員会 委員長 鴨宮 弘宜

10/18(木)三幸食品工業様に於いて職場例会を開

催させて頂きます。バスは大広苑を12時に発車し

ますので是非ご利用下さい。

10月お誕生日の原田会員、夜船会員、小田会員お

めでとうございます。

記念日を代表して夜船会員よりお礼の言葉が延べ

られ、原田会員より誕生卓話が行われました。

会員 原田 一平

私は何度もベトナムを訪問しています。大変魅力

的な国です。共産党一党による社会主義体制を維

持していますが政策運営に大きな振れがなく政治・

社会が安定し、国民の８割が仏教徒で、教育熱心

で識字率が高く勤勉・温和であります。

私がベトナムを好きな理由は、仏教徒であること、

家族を大切にする、仲間を大切にする、勤勉であ

る、教育程度が高い、そして明るい国民性です。

子供の顔を見ますと良くわかります。国名：ベト

ナム社会主義共和国

面積：33.1万平方㎞

人口：8,784万人

首都：ハノイ（政治の中心）

ホーチミン（経済の中心）



□日 時 平成24年10月4日(木)

□場 所 大広苑

□出席者 12名

□議 題

①職場例会の件 承認

日時 平成24年10月18日(木)12：30～

場所 三幸食品工業株式会社

②采谷ラビットクロカンIN大久野島'12協賛の件

10,000円 承認

③第17回全国空港ロータリークラブフォーラム

の件 承認

日時 平成24年11月16日(金)

御祝 20,000円 会長出席

④外部卓話の件 承認

11/8(木)県立安芸津病院 院長 濱中喜晴様

11/15(木)米山記念奨学会委員長 稲葉周三様

⑤忘年家族例会の件 承認

日時 平成24年12月8日(土)

場所 大広苑 12/13(木)→12/8(土)に変更

⑥聖恵文化祭ボランティアの件 承認

日時 平成24年11月23日(金)

⑦羅東クラブ訪問の件 承認

2013年2月予定

⑧ロータリーに入りませんか50部購入の件 承認

１０月１１日 第２３５４回 月見例会
於：竹原シーサイドホテル

□ソング：それでこそロータリー

□出席者：会員22名、配偶者9名

ご家族1名、事務局 計33名

会長 荒谷 隆文

皆様こんばんは。本日は会員ご家族多数の御出席

有難うございます。また親睦委員会に於かれまし

ては大変ご苦労様でございます。

本日の会場、竹原シーサイドホテルは小坂会員の

事業所です。言うなれば職場例会でしょうか。シー

サイドの皆様には大変お世話いただきますが宜し

くお願い致します。

しっかりとご馳走をいただいて秋の夜長を大いに

楽しみましょう。

（10/4）

総員３４名 出席３０名 メーク ０名

欠席 ２名 免除 ２名 出席率94.18％

市川会員よりお月見団子を頂きま
した。いつも有難うございます。

（10/11）

総員３４名 出席２１名 メーク ７名

欠席 ４名 免除 ２名 出席率88.24％



１０月１８日 第２３５５回 職場例会
於：三幸食品工業株式会社

□ソング：それでこそロータリー

□ゲスト：三幸食品工業株式会社

社長 佐藤 陽吾 様

会長 荒谷 隆文

皆さん、こんにちは。今日は佐藤会員の事業所で

あります三幸食品工業株式会社での職場例会でご

ざいます。三幸食品工業株式会社様にはお忙しい

中、例会場をお引き受け頂き誠に有難うございま

した。この後、事業所内の見学をさせて頂けると

のことですが、どうぞ宜しくお願い致します。

今月は職業奉仕に月間となっておりますが、当に

今日は職業奉仕実践の日であると思います。この

職業訪問例会は、職業奉仕委員会の活動の一つと

して、会員の企業を訪問し、会員がその企業のあ

り方を体感することにより、自らの職場の職業道

徳や品位の水準を高め、それを生かして社会のニー

ズに応えるようなプロジェクトを開発する為のプ

ログラムでもあります。

会員の皆様には、これから会社、社員の皆様にい

ろいろと勉強させて頂いて、大いに自己研鑽の場

にして頂ければと思います。それから今日の段取

りをして頂きました鴨宮職業奉仕委員長には大変

ご苦労様でした。これからの進行をどうぞ宜しく

お願い致します。

【三幸食品工業(株)会長】

会員 佐藤 守幸

皆様、本日は弊社へお越し

下さり有難うございます。

私共の会社のストーリーを

少しお話させて頂きます。

私の親父がスタートしまし

て、昭和8年から缶詰事業を

行いました。缶詰の事業を暫くやっていたのです

が、太平洋戦争が開戦し、私の父も応召して南方

各地を転々としていました。その間缶詰は休んで

いましたが、私が中学校二年生のときに父が帰っ

て来て、それから再興しました。当時は鉄類が戦

争にとられ何もなく手作業で行っていました。

私が入社したのが昭和30年、丁度57年になります。

当時ずっと缶詰を製造していましたがブランクの

時期があるんです。例えば、みかんが終るとびわ

の缶詰、その間三ヶ月も空くんです。これを何と

かしたいと考え、牡蠣の缶詰をスタートさせたり、

いろんなものを缶詰にしていました。私が25歳の

時、父が倒れました。それ以降は親父は第一線を

退いて、私は25歳の時から努力して今日まで続け

て来ました。

昭和30年半ば、缶詰は最盛期で悪くはなかったの

ですが、このままでは先行きが不安だと感じてい

る時に、飲料の話を頂き、昭和49年から飲料と缶

詰を併用しました。平成10年くらいまでしたので

すが、ある日何の予告もなしに、飲料は今日から

今月一杯で終了との連絡が入りました。お先真っ

暗です。それからは苦難の日々で耐え忍ぶことを

ここで習ったわけですが、非常に厳しい時期を6

年間迎えました。今日まで来たのは皆様と地域社

会に支えて頂いたからだと思っております。

三幸食品工業(株)

社長 佐藤 陽吾様

本日は遠方より弊社にお越し

頂き誠に有難うございます。

私共の会社は飲料から現在は

アルコールの飲料が中心となっ

ています。酎ハイが主流です

が、いま流行のノンアルコー

ル飲料も沢山作らさせて頂いております、去年の

数字で言いますと、一年間3,300,000ケースを製

造販売させて頂きました。お陰様で苦しい時期か

ら立ち上がりまして、現在取引先は約40社、一社

依存は約12％が一番最大です。今は10％以下にな

るよう目指しています。沢山のお取り引きで、安

心安全でお客様に喜んで頂ける商品を目指してお

ります。

ビデオ上映及び工場見学

説明者：製造リーダー 青木鉄夫様,鼻唯ニ様

（10/18）

総員３４名 出席２６名 メーク ３名

欠席 ３名 免除 ２名 出席率91.18％


