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2014－15年度国際ロータリーのテーマ　ロータリーに輝きを

■会長報告 合田　倫佳 会長
　先週までは風が強かったのですが、今週は良
い天気が続いています。
　さて、会長報告を申し上げます。先週末の23
日に帯広市内5ロータリークラブのクラブ対抗
ゴルフ大会が行われました。当クラブでは個人

の部で栂安会員が優勝され、さらに75のベストグロス賞を獲
得されました。団体戦では定位置となりつつあります4位でし
た。帯広クラブの参加人数がほしいと感じました。私自身はク
ラブに貢献できない結果でありました。
　翌24日には、美瑛ロータリークラブ40周年記念式典・懇親
会に奥ガバナー、加藤維利・中田知德・小田剛地区副幹事と共
に出席してまいりました。小さいクラブながらも立派な会で
した。懇親会会場は美瑛市街を離れ、大雪山系の麓にあり、他
クラブの皆さんと大いに懇親を深めてまいりました。
　また、本日高橋さん、渡部さんの両名が当クラブに入会され
ます。よろしくお願いいたします。
　今年度も残すところあと1か月ではありますが、6月にも多
くのロータリー活動が予定されています。皆さんと共にロー
タリーを楽しみたいと思います。

■プログラム （職業奉仕委員会）
「職業奉仕とは」 五十嵐聖二 職業奉仕委員長

　本来は十勝家畜貿易株式会社の吉川社長に
来てもらう予定でしたが、事情があってお越し
いただけなくなりましたので私がこの内容で
話をさせていただきます。
　和歌山ロータリークラブの地区の職業奉仕

委員会の角田委員長の文章がありましたので、紹介いたしま
す。職業奉仕とは角田さんの話を引用すると『職業奉仕を理
解するにはロータリー運動は倫理運動であることを理解し、
倫理運動であるがために昔からいろいろな原理原則が生ま
れてきたようです、その中でもこれがロータリーだと言うの
が職業奉仕です。ロータリーのロータリーたる所以は職業奉
仕の実践にあると言われています。確かに難解で理解に苦し
む面があります。倫理と言う言葉ですがこの言葉を理解しな
ければいけません。倫理とは“人が正しく歩む道”です。“人を
泣かせるような行為をしてはいけない、人を欺いてもいけな
い、非人道的、非社会的行為をしてはいけない。世のため人の
ために尽くしなさい”と言うのが倫理の考えです。これを理解
したうえで皆さんにお聞きしていただきたい。ここで職業奉
仕が難解なのは、非常に誤解を受けやすいのですが、自分の
職業を通して社会に奉仕するのが職業奉仕だという言葉で
す。これを考える時、問題なのは受益者がだれかという点で
す。奉仕活動によって受益者が自分以外の地域の人、地域社
会の場合は社会奉仕でしょう、奉仕活動によって受益者が自
分自身なら職業奉仕でしょう。社会奉仕をする事でその地域
の人、地域社会から尊敬、信頼、信用を自分自身が得る、そし
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て自分の職業にその反射的効果が反映する。これがロータリ
ーの職業奉仕です、奉仕活動によって自分自身が受益者にな
る事が職業奉仕です。つまり社会奉仕と職業奉仕は一体のも
のと言えるのです。“最も多く奉仕するもの最も多く報われ
る”と言う言葉をご存じでしょうか？より多くの社会奉仕活
動をすればするほど地域社会の方達からより多くの信頼と
信用、尊敬を受けることになります。職業はお金を得る手段、
一方奉仕とは自分以外の人のためにするものです。このよう
に全く違う考えが一緒になって職業奉仕という考えができて
います。このため非常に分かりにくいものになっています。つ
まりロータリーの職業奉仕とは金を儲ける事が世のため人の
ためになると言っているのです。これが一番難解な点です。儲
けたお金の一部を社会奉仕しましょう、困った人を助けまし
ょうと言う考えもあります。基本はそれが人を欺いたり、不当
な利益によって得たものを奉仕に使うのなら本来のロータリ
ーの考えから離れているとも書いてあります。もし職業奉仕
を一言で表すのなら“世のため人のために奉仕をする心持っ
て職業を営むべし”』と言っています。
　そこで私は、正当な職業で利益を得る事が職業奉仕にとっ
て一番大切なことではないかと思います、そして自然に周りに
何かを施しそれが自分に返ってくるというものだと思います。
　今日お呼びするはずだった大正にある吉川社長の会社で
は北米から牛の凍結精子を輸入して、国内に売る。またはブラ
ンド牛を育成して、新しい精子を売ると言う商売です。この会
社はカナダの品評会などで優勝したりしていますが、彼は牛
を通して世界一になると言う事は、世界の人が日本を認める
事、日本の誇りを周りから認めてもらうためにブランド牛の
育成に力を入れて品質の良い牛を作る事を大切にしている
と言う事です。そして世界各地、日本各地に商売に行くと各地
の方たちが歓待してくれ様々な場所に連れて行ってくれる。
それでは地元にお客さんが来たときに何か歓待できるものが
ないだろうかと考えて、ヌップクガーデンと言う新しいガー
デンを私費2億円を投じて作りました。そしてそこで歓待すれ
ばお客さんも喜んでくれるだろうと考えて作ったそうです。
またレストランも併設し格安で上質のおいしい肉を提供して
います。そこで思ったのが多くの人に自分の仕事を通して喜
びを還元したいと言うのは、結局お客さんがどんどん来る事
になりグルグルと循環しているのではないかと思います。実
はヌップクガーデンの花の苗は真鍋庭園さんから仕入れられ
ているそうです。真鍋会員と吉川社長とは面識がないそうで
すが、真鍋会員もレストランに何度も訪れているそうです。ま
さに循環の法則です。人への施しがまた廻り廻って自分に返
ってくると言う事です。ボランタリーでやった事が自分の本
業に返されて正当な利益を得られると言うのが職業奉仕の
理念だと思っています。私もボランティアでやっていたマジ
ックが縁で取引が成立した事もありました。「ロータリー」と
いう意味にも「回転する」や「円形の道路」とありますが、まさ
しく円のように仕事が循環されグルグル回転していく事がロ
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↑携帯サイトが
できました。
バーコードリー
ダーで読み込む
事ができます。

ータリーの理念の根底に
あるように思いました。
　私の考えですが「労」働
は「他」のためになって

「利」を「伸ばす」と言う事
で「労他利ー」つまり働い
て労働する事が周りのた

めになり、それが必ず正当な利益に繋がりどんどん利益を上
げていく事がそれぞれの会社の姿であると理解しました。本
日はご清聴ありがとうございました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
■会務報告 倉野　　賢 幹事
①帯広RC、新会員オリエンテーション開催のご案内
　日　時　6月10日（水）午後7時
　場　所　十勝ガーデンズホテル
　会　費　3,000円
　対象者　2013−14年度以降入会された会員
②帯広RC、次年度第3回クラブ協議会開催のご案内
　日　時　6月10日（水）午後6時30分
　場　所　ホテル日航ノースランド帯広
　会　費　2,100円
③帯広RC、第6回クラブ協議会開催のご案内
　日　時　6月17日（水）午後6時30分
　場　所　なかもり
　会　費　2,500円
④帯広西RC、夜間移動開催のご案内
　日　時　5月28日（木）午後6時30分
　場　所　夢　人
⑤帯広北RC、夜間移動例会開催のご案内
　日　時　5月29日（金）午後6時30分
　場　所　ジグザグ
⑥帯広南RC、夜間例会開催のご案内
　〜岐阜南RC友好クラブ調印式・歓迎会〜
　日　時　5月29日（金）午後6時30分
　場　所　北海道ホテル
　※尚、5月25日（月）の繰下げ例会と致します。

■新会員紹介
高橋　博樹 会員　第一生命帯広支社長
推薦者：倉野　　賢 会員
　「皆さんこんにちは、このたびは歴史と伝統の
ある帯広ロータリークラブに入会させていただ
きましてありがとうございます。入会してから
出席まで時間がかかってしまった事をお詫びいたします。帯
広ロータリーと共に私も微力ながら一生懸命取り組んでいき
たいと思いますのでよろしくお願い致します。」

渡部　　聡 会員　NTTドコモ帯広支店長
推薦者：奥原　　宏 会員
　「皆さんこんにちはNTTドコモの渡部です。
道南の江差町出身で、1960年生まれの54歳で
す。十勝地区での勤務はこれが初めてになりま
す。知らない事も多く不慣れですので、精一杯頑張りたいと
思いますが、皆様のご支援ご鞭撻のほどよろしくお願い致し

ます。」
新会員歓迎挨拶　合田　倫佳 会長
　「非常にお忙しいお二人ですが今回このような入会の日を
迎えられたという事は、とても嬉しい限りです。これからこの
帯広ロータリークラブに早くなじんでいただき、たくさんの友
人を作っていただいて、楽しい十勝帯広の生活を送ってくだ
さい。お二人とも親睦委員会の担当とさせていただきます。」

■委員会報告
・出席報告
5月27日例会報告
会員総数　90名（内出席免除会員4名）
出席者　　54名（内出席免除会員2名）
5月13日例会のメークアップを含む出席者数及び出席率
A：69名　　B：80.3%
・ニコニコ献金
森　　武夫 会員
　テーブルが満席になりました。
奥原　　宏 会員
　渡部氏を紹介します。
渡部　　聡 会員
　皆様よろしくお願い致します。ドコモ渡部です。
倉野　　賢 会員
　第一生命帯広支社の高橋博樹支社長様を推薦しましたと
ころ、皆様のご承認を頂きありがとうございました、本日入会
です。
高橋　博樹 会員
　歴史と伝統のある帯広ロータリークラブに入会となりま
した。
五十嵐聖二 会員
　本日の例会を担当させていただきます。私にとってはプロ
ジェクターを使った初めての試みになります。スムーズな進
行が出来なかったら申し訳ありません。よろしくお願い致し
ます。
川上　義史 会員
　先日のGWに旅行した時、通りすがりのインド人から「お前
の額からパワ−が出ているので3週間以内にすごくいい事が
ある。」と言われました。先週ドリームジャンボ宝くじを購入
しましたので高額が当たりましたら、ニコニコ献金の目標額
が達成できると思います。

■本人誕生日祝
佐藤　睦浩 会員　　下山　正志 会員
■結婚記念日祝
佐藤　睦浩 会員　　髙橋　勝坦 会員
■配偶者様お誕生日記念祝
髙橋　勝坦 会員　　佐藤　睦浩 会員

【お知らせ】
帯広東RCの例会場が平成27年7月（2015−16年度）より、ホテ
ル日航ノースランド帯広へ変更になります。

■次週のプログラム予定
6月3日（水）「創立80周年記念贈呈品  クラブ内お披露目会」
 （プログラム委員会）


