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結婚記念日

1日 上国直弘君

先週の 10月 23日

に職業奉仕グルー

プと親睦活動グル

ープの共同による

「職場見学Jを実

行致 しました。そ

こで、私はほとん

第 2690回例会

《司 会》  相原 雄治君

《合 唱》  「静岡東ロータリーJ

《 BGM》   「Gipsy K ngs」

《ゲスト》  なし

《ビジター》 なし

《本日のお祝い》

お誕生曰

なし      11月

どのロータリークラブにおいて行なわれている職場見

学の意味について、少し考えてみたいと思います。

職場見学は、職業奉仕月間の中で「職業奉仕Jの一環
として行われているものです。私自身も従来、職業奉

仕と職場見学が具体的にはどのように密接な関連性を

もつのか判然としませんでした。職業奉仕と職場見学

との結びつき(職業奉仕月間の行事としてなぜ、職場見

学を行なうのかということ)に ついて考えてみました。

(職業奉仕とは)

職業奉仕について、ロータリー情報マニュアルなど

を紐解いてみても、抽象的に事業の道徳的水準とか有

用な業務の尊重であるとかクラブ会員の手腕を活かし

て社会のニーズに応えるとか書かれています。しかし

そのような抽象的な説明では、どうも直ちに職場見学
の行事との間で納得のいく論理的なつながりを想 うこ

とがこれまでなかつたのです。そこでまず「職業奉仕

とはJについて考えてみると、 3つのことが言われた

りしています。

①自己の職業において高度の職業的水準を示す。

②あらゆる有用な職業の価値を認識する。

③自己の職業的技能を社会の問題やニーズに役立てる。

ところで、職場を見学するということは、すなわち

社会的に有用な職場を見学し、あるいは直接的に体験

することによつて、上記②の「あらゆる有用な職業の

価値を認識するJためのいわば経験的な手掛かりとな

るのです。自らの職場に限定され自らの仕事の範囲の

中で優れた仕事を尽くしたとしても、広く他の人々の

職場における有用な職業の価値を認識しなければ、自

分のやつている仕事も狭い考えの中に限定され自己満

足となり、①の自己の職業における高度の職業的水準

を示すことができないということがあります。そのよ

うな意味において職業奉仕月間の中で、広く他の有用

な職場を見学し、見識を広めることは、ロータリー活

動における職業奉仕に寄与するものであると考えます。

以上のような考え方によって職場見学は広く活動の一

環として実施されているものと考えます。みなさんは

いかがお考えでしょうか。

今回の職場見学では、フジテレビ、築地市場、そし

て見学として船の科学館を訪れました。私個人として

は、小倉智昭さんの朝の番組である「とくダネJの収

録現場を実際に見て、由利会員などとともに その椅

子に座つたことやフジテレビの報道の発信と受信の深

部を見ることができたことで、さまざまに想うことが

ありました。私個人としては、今回の職場見学の体験

は他の有用な職場の価値を認識する貴重な機会になつ

たと考えています。

土山グループリーダー、富井会員、そして大隅グル

ープリーダーのご努力に感謝致します。

《職場彙学会のご報告》

職彙奉仕グループ 土山 博英 君

平成 24年 10月 30日 天候 晴

《会長挨拶要旨》



《スマイル薇告》

大村 幸代 君  ウルフズの「ガッツだぜ」を聞きなが

ら走ってきました「島田大井川フルマ

ラソンJ42195キ ロはやは り長かつ

たです。

ていただき後半で 2グループに分かれてフジテレビと

南極観測船 宗谷を見学しました。ロータリーの目的
の中に「職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事は

すべて価値あるものと認識し社会に奉仕する機会とし

てロータリアン各自の職業を高潔なものとすること。J

とあります。ロータリーでいう職業奉仕は会員がそれ

ぞれの自分の職業に誇りと愛情を持つて最大限の努力

を払うがその行動規範にロータリー精神というような

ものを波み入れて企業の道徳的な水準を高めて社会に

奉仕することであるという趣旨だとあります。そこで

本日も会員皆様の自分の職業を紹介いただきどのよう

な点で社会貢献しているのかを、この後各テーブルで

紹介していただきたいと思います。
《次年度理事候補者発表》

会         長  杉山 明喜雄 君

直  前   会  長  伊藤 洋一郎 君

会 長エレクト(冨1会長)  佐橋  徹  君

幹        事  新間 桂子  君

以下省略

小山 宏之 君 本曰静岡放送の「SOleぃぃね !」 とい

う番組に出演しました。人生初のテレ

ビ出演に緊張しましたが、放送事故が

起こらなかつた事に感謝してスマイ

ルします。

職場見学会、楽しく、ためになりまし

た。皆様に感謝してスマイルします。

庭先によく二羽のシジュウカラがき

て楽しませてくれます。この鳥は留鳥

で数は多くないようですが ・
10月 21日 「あすなろの会J(旧 Bクラス)

ゴルフコンペで優勝させて頂きまし

た。併せて親睦、職業奉仕の皆さんに

職場見学に連れていって頂きありが

とうございました。

先週の職場見学会に大勢の皆様に参

加頂きありがとうございました。段取

りの悪さのお詫びと感謝を込めてス

マイルします。

望月 康弘 君

中嶋 達郎 君

土山 博英 君

伊藤洋一郎 君  無事に職場見学会が、職業奉仕、親

陸グループのご尽力により終了した

ことに感謝して。

柴日 啓之助 君 十月二十七日国立劇場での小唄会が

無事終わりました。唄える事に感謝

して・・・

杉本 幸子 君  10月 23日 の職場見学会ではご参加

の皆様、土山リーダーはじめ委員の

皆様、大変お疲れ様でした。戸塚会

員、大角会員には大量のお酒の差入

れありがとうございました。今後も

奉仕プロジェクト委員会の行事への

ご協力をよろしくお願い致します。

勝山回太郎 君  結婚記念日祝いのきれいな花を頂き

感謝してスマイルします。

由利 浩志 君  10月 18日 、結婚記念日のお花、あ

りがとうございました。たぶん、47

回目だと思います。早いですね。

宮川 把 君  職場見学、体調不十分でご心配をお

かけしました。また結婚記念日祝い

のお花ありがとうございました。半

世紀以上の音、歴史の彼方の出来事

です。

宮井 ―矢 君  先日の職場見学会にご参加頂き皆様、

お疲れ様でした。集中工事もさほど

影響もなくはぽ時間通りでホッとし

ました。土山さん、何のお役にもた

てませんでしたが、本当にありがと

うございました。

相原 雄治 君  職場見学会の仕切り役土山さん、富

井さんありがとうございました。お

かげ様で楽しい 1日 となりました。

また大角さん、戸塚さん差入れあり

がとうございました。

曽根 正弘 君  職場見学会では皆様にフジテレビに

お越し頂きありがとうございました。

《第 301回 くらく会報告》

平成 26年 10月 22日 (水)焚 静岡倶楽部 出席 5名

投句 2名  兼題「棒檬」「吾亦紅」 他当季雑詠

第 1席 佗びしも愛しさ秘めて吾亦紅  司馬 速

10月 23日 木曜 日

に、職場見学会を

行いました。メイ

ンはフジテ レビ

見学で、その前に

築地 を見学 し各

自で昼食をとつ

第 2席 道場の片隅に積む檸檬かな

夫在りしままの机の吾亦紅

渡邊陽夫

今井富子

他 5名 5句

≪出席報告》
会員数 出席 欠 席 MU 完全欠席 推定出席率

10/30 53(50) 43 7

10/23 53(49) 25 24

10/16 53(52) 43 9 4 5 90 38%


