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・ザ・ロータリアン誌

高原

国際ロータリー第２６３０地区ガバナー

清人

事務所より

皆さんこんにちは、私生まれて初めてインフルエンザなる

・2019年会長エレクト研修セミナーのご案内

ものに罹ってみました。39 度からなる高温にはとても耐え

日時：3月9日(土)10：30～18：30

がたく、4 日間自宅の何もない部屋に隔離されダウンしてお
りました。今は熱も下がり普通の生活に戻っておりますが、

会場：ホテルグリーンパーク津

何分インフル上りでありますので、くれぐれも半径 3 尺の範

登録料：18,000円

囲へはお近づきにならないことと、ただでも無い頭が回って
おりませんので、余り難しいことはおっしゃらないようにご
案内申し上げます。皆様方に置かれましては、どうかご自愛
くださいませ。
本日は職業奉仕委員会担当の例会であります。委員会の皆
様にはお世話になりますが、宜しくお願いいたします。
本年度は職業奉仕に限らず会員スピーチを多く取り入れ
ております。それは木村ガバナーがおっしゃっている、「他
のロータリアンの感動体験を聞きましょう。または皆さんが
ロータリーに入会してからの感動体験を、互いに話しましょ
う。それは更なる奉仕へのインスピレーションとなるはずで

■

各務原かかみのロータリークラブより
・例会場変更のお知らせ
新例会場

げんそう別亭「都わすれ」１階

◀飛騨高山国際協会▶
・実務者連絡会議のご案内
日時：３月５日(火)10：00～11：00
会場：高山市役所

４階会議室

◀会報▶
・美濃加茂ＲＣ
● ロータリー財団表彰

す」と語られています。このようにより多くの会員の方にス
ピーチの場を提供し、より多くの会員の方に耳を傾けて頂く、
この会員スピーチを多く取り入れている所以であります。講
師例会も大切なものではありますが、当クラブの会員のス
ピーチはそれぞれ個性が表れ、大変興味深く耳を傾けること
が出来るのではないでしょうか。
スピーカに指名された方は 3~5 分間を、何を語りどのよ
うに伝ええるかを一生懸命考え準備してこられます。その姿
に真摯に向き合うことで、スピーカーの意外な一面を垣間見
られることでしょう。どうぞお楽しみに。
インフル上りで取り留めの無いお話となりましたが、会長
の時間といたします。

ポールハリスフェロー

周

● 職業奉仕委員会

やすく言えば、質の良いものを水道の水のように豊富にジャ

副委員長

永井信次

ブジャブと安く供給して、世の中のためになる！」というも
のです。ここに「ロータリーの職業奉仕」の精神がこの時代
から、丁稚奉公から出発した松下幸之助の発想が有ったわけ
です。

本日はご自分の職場においてどのような職業奉仕を実践さ
れているかについて 4 名の方にスピーチして頂きます。

その勢いで名古屋にも進出しましたが、あの大きな市場には
勝てずに 7 年間頑張りましたが、あきらめの早い私の事です
から、さっと閉鎖をいたしました。
ところが、「職業奉仕」としてさらなる貢献ができる状況が

会員スピーチ

生まれました。
２００１年（平成 13 年）に当時の森内閣が「Ｅ―Ｊａｐａ

久々野
株式会社
設立

国良

ディックナレッジテクノ

昭和 62 年 9 月 9 日

ｎ戦略」を宣言し世界最先端のＩＴ国家となるのとを施政方
針として発表しました。
そこで、どの自治体でも市民を対象として「ＩＴ講習」が

情報設備機器の販売と業務用ソフトウェア
の開発からスタートをいたしました。

開始されました。
となると、ロータリーの基本哲学としての「職業奉仕」以

設立当初は、まだ手書きの請求書を使っている企業様が非常

上に私個人の基本哲学である「職業によって社会に奉仕をす

に多く、それを機械化して毎月の請求書とか、月次の決算書

る」ということを信条とする私の心に火が付いた訳でありま

あるいは顧客管理などが非常に早く、そして精度が高くなっ

す。

たことにより、多くのユーザー様から喜んで頂きました。

早速「有限会社

毎日の朝礼の時に担当の営業マンがお客様から「伝票処理が

町村の「市民ＩＴ講習」や各種組合、各企業様などではじめ

非常に楽になって助かった」というような報告が随分とあ

ました。

り、その当時はまだロータリーには入会していなかったので

エニウェイ」という会社を発足させ、各市

更に、障がいを持った方々にも、ＩＴ技術を習得して就業

すが、買っていただいて、喜ばれて大変にいい仕事だなあと

に役立てていただけるように「ＮＰＯ法人

思っておりました。

と」も組織し、障がいのある方にも講習をはじめました。

当社のルーツは、戦後

まちかど・ねっ

杉山和兵衛と後に高山電気工事を

この「有限会社ディック」も「ＮＰＯまちかど・ねっと」も

興される桑山泰三さん、洲岬さんの叔父にあたる平田さんの

現在は、当社株式会社ディックナレッジテクノに統合しま

3 人で興された杉山電機でした、その後、桑山泰三さんは高

したが、この流れは現在は「公共職業訓練」としてパソコン

山電気工事を興され、杉山和兵衛は松下電器の販売会社とし

操作技術を習得して就職に役立てていただくことにとどまら

て、高山ナショナルとなり、更に、松下電器が住宅部門に進

ず、介護人材が大変不足して、介護業界が大変なことになっ

出するとなって、杉山と当会員の島良明さんのお父さんの島

ていることから「介護員養成コース」、さらに最近では観光

卓三さんと、高山米穀の桑谷清人さんとで、足立石油さんの

業界の深刻な人材不足を憂慮し外国人観光客対応の「観光

向かえで不二住宅という会社を興しその社長に当クラブで活

サービスコース」も開催し、社員一丸となって仕事と奉仕の

躍された田口隆平さんが初代社長として就任されました。そ

両立を目指し今後の観光高山に発展に大いに寄与したいと考

の後社名を濃飛ナショナル住宅から現在はパナホーム愛岐と

え、頑張っているわけでございます。

なり、本社は各務原市に移りました。

つまり、ロータリーに入会をさせていただく以前より、
「社

その間、ナショナル住宅という既製品にとらわれない一般

会企業」を目指しておりました当社は、益々「職業奉仕はロー

建築業を目指し、田口隆平さんの同級生の中村慈さんを向か

タリーの基本哲学」という金看板に自信を深めて頑張ってい

い入れて、丸仲建設を興されました。その間、高山ナショナ

きたいと思っております。

ルから、住宅設備機器卸専門の「飛騨ナショナル設備」、電
設資材卸売業の「高山電材」を分離独立し、その後、この杉
山和兵衛は６３才で他界しましたが、高山電材の中の情報機
器部門を「有限会社ディック」として昭和 62 年に分離独立
させました。
この流れの底流には、松下幸之助の「水道哲学」というも
のがあり、これが大きな原動力となっていたと思います。松
下幸之助の「水道哲学」とは、ご存知と思いますが、わかり

岡﨑

壮男

「自分の職業でどのように職業奉仕を実践
しているか」と問われたとき、もう一度、
インターネットで検索してみますと、2008
年 1 月 28 日の大和高田ロータリークラブさ
んの職業奉仕とは・・・その原理と実践という記事がありま
してその中で次のように記述されていました。
具体的に 1921 年スコットランドのエジンバラで開催され
た国際大会で、シェルドンは、ロータリアンの職業は利益を
得るための手段ではなく、その職業を通じて社会に奉仕する
ために存在するのであり、次のような例を述べています。
「今、
仮に全世界の靴屋の会合が開かれて、靴に関連する職業を
持っている全世界の人が集まったと仮定します。その人たち

力する。
従業員や息子の手本となるように仕事をしっかりと行う。
お客様とのコミュニケーションを図るよう従業員まかせには
しない。
自身のダメなところを改善するように心がける。
従業員にはお客様の為に成るよう長く勤務してもらうよう
に 4 つのテストを実行し、従業員に対し感謝する。
司法書士さん、社会保険労務士さん、弁護士さん、との関
係を密にする。
他の税理士さんとの関係を良好に保ち質問が出来るように
する。等です。
最後に、高山中央ロータリー職業倫理基準に沿って仕事を
することが重要であると再認識しました。

に、なぜ靴屋をしているのかと質問すれば、殆どの人は、儲
けるためと答えるに違いありません。5%くらいの人は、自
分の仕事が他の人のためになるから ( 職業を通じて社会に奉
仕するため ) と答えるかもしれません。仮に、その場所に大
地震か何かの天変地異が起こって、集まった人達が全員死ん
でしまったらどうなるでしょうか。当分の間は、何の影響も
ないかも知れませんが、やがて全世界の人達は、靴を履くこ
とができなくなってしまうことは確実です。そこで、初めて、
5%の人達が答えた、職業を通じて奉仕するという言葉 ( 自分
の仕事が他の人のためになるから ) の真意が理解できるので
す。」という記述です。
私自身の解釈では、自分が今行っている事業 ( 職業 ) を継
続し続けることがロータリーで言う職業奉仕であると考えま
す。
以前入会した時に教えていただいた「一生懸命仕事をしな
さいそれが職業奉仕につながりますよ」ということになると
思います。
それでは次に、私の職業についてですが、税理士法第 2 条
第 1 項に税理士は、他人の求めに応じ、租税に関し①税務代
理、②税務書類の作成、③税務相談、を行うことを業とする。
税理士法第 2 条第 2 項に財務書類の作成、会計帳簿の記帳の
代行等を行うことができるが定められています。
そこで、私は、税理士業務について具体的にどのような仕
事を行っているかというと、
①顧問契約を締結した個人、法人の所得税又は法人税の確定
申告書の作成、提出及びそのために会計帳簿の記帳代行。

堀口

裕之

みなさんこんにちは、建設業を営む株式
会社堀口工務店の堀口裕之です。
自分の職業でどのように職業奉仕を実践し
ているか、についてお話させていただきます。
『地図に残る仕事』この言葉は私が仕事をするうえで最も
大切にしている言葉であり、建設業をあらわす良い言葉であ
ると思っています。
皆さんはこの言葉を聞いて『スケールの大きな職業だな』と
感じるでしょう。しかし、物の大小ではないと私は考えます。
地図に載る大きさは小さくとも『おいしいパン屋さん』『か
わいい洋服屋さん』といった様に地図に載せていただくケー
スもあります。
前にロータリー活動で中学校にキャリヤ教育の『出前講座』
に参加して『地図に残る仕事』のお話をさせていただき、建
設業のイメージアップをさせていただいた時、女子生徒から
『私も地図に残る仕事がしたいけどパティシエールになりた
いの』と言われたことがあります。その時僕は、大丈夫『お
いしいケーキ屋さん』って地図に載せようと言うと女生徒は
笑顔で納得していました。
今後も我が建設業は地図に残る価値ある職業であることを
自覚し、地域に良い建物を残すことで貢献してきたいと思い
ます。

②相続税、贈与税の確定申告書の作成、提出。
③税務調査の立会い。

中田

④節税相談等です。
次に、自分の職業でどのように職業奉仕を実践しているか
というと、すなわち、継続して事業を行うためには、お客様
に対するサービスの向上が大変重要なことです。
よって、自分自身の実力の向上のため、税法を適切に使え
るように研修会に出席したり、参考図書を購入して勉強し努

学

私事ですが、今月 31 日が誕生日、とう年
とって 55 才となります。今年は 55( ゴーゴー )
という感じで、これまで以上に楽しんでい
きたいと思っています。
ロータリーの友

今月は職業奉仕月間、ああそれでこうい

う例会と理解しましたし、ロータリーの友を呼んで、おぼろ
げながら職業奉仕を理解した気分になっていますが、中に、
先般お亡くなりになった服部パストガバナーの遺稿がのって
いました。「職業奉仕」という概念というか理念がなければ、
ただの親睦奉仕団体で、このように長く組織が続いていくこ
とはなかったろうとありました。また、お亡くなりになられ

◀ニコニコＢＯＸ▶
1/23 に商工会議所青年部のＯＢ互礼会がありました。
当クラブからもご出席頂きありがとうございました。
後輩一同も楽しみにしておりますので来年も是非ご出
席をお願いします。

高橋

厚生

井ノ下

雄志

ても、言葉が生きて示唆を与えつづけていく感じが、すごい

1 月もほぼ終わり、新年会も終ったと思います。今年

組織だなと思いました。

は当たり年で、４つの新年会で「めでた」を出させて

さて「私と職業奉仕」ということを考えてみました。

頂きました。これで一年安泰と考えてニコニコへ。
伊藤

会社の業務 「中田電気工事」名の通り、電気工事の会社
は住宅、ビル建物の配線、照明、コンセントということに
なっています。ただこれに加えて、電気から派生した送電線
の支障木伐採や中部電力さん、JR 東海さんからの電気工事
全般でその中でも、信号、踏切、駅舎、電気が必要ですので、
その管理安全上の理由で特別な資格必要であったり、夜勤が
あったりで大変ですが頑張っています。
日々、携わらせていただいている中で職業奉仕というと多
分、生活に本当に必要な電気を発電所から支障なく送ること
で快適な生活が出来ることのお手伝いや、移動に必要な鉄道
が滞りなく旅行や出張などで、人と人が出会うことのお手伝
いを実践しています。
そういうことがあるがゆえに厳しい状況であっても、私や
従業員は、仕事はお金や時間ですが、必要とされているから
続けることができるのかなと思いました。
今後もこういった部分を大切に、事業継続していきたいと
思っていますし、Ｒ C との関わりを大切にしていきたいと
思います。考えるよい機会をありがとうございました。つた
ない話で恐縮でした。以上です。ありがとうございました。

正隆

1/30 高木さんと私の誕生会。興味のある方は〇〇〇に
集合。
本日

周

信夫

早退させて頂きます。申し訳ありません。
高橋

厚生

