
第 2637回例会

≪司 会》  高田雅司 君

≪合 唱》  「君が代」「奉仕の理想」

≪BGM≫   「いざ友よ」

≪ゲス ト≫  米山奨学生 文順姫 様

≪ビジター≫ 山元充久 君 (静岡RC)
鈴木 賞 君 (静岡西 RC)

≪本 日のお祝い≫

お誕生 日

10月 5日 川 口尚宜 君

≪会長挨拶要旨≫

結婚記念 日

10月 8日  河井哲也 君

今月は職業奉仕月

間ならびに米山月

間です。当クラブ

は会員 56名 中 26

名が入会 3年未満

ですので、固い話

ですが、職業本仕

について少 しだけ

お話させていただきます。

職業本仕は、定款に定められた五大奉仕の中でも中

核をなす部分ですが、いろいろな資料を読み込んでい

くと、高い倫理基準に基づいて職場や私生活のあらゆ

る場面で高い倫理的行動を求める指針になっています。

我々に馴染みの深いものとして 「四つのテス ト」が

ありますが、職業活動における倫理的行動の枠組み と

なるものに 1989年 の規定審議会で採択 された「ロータ

リアンの職業宣言Jが あ ります。こちらはあま り馴染

みがないかも知れないので、ご紹介 させていただきま

す。

次の 8項 目が謳われています。 1)職業は奉仕の一

つの機会 と心に銘せよ。 2)職業の倫理的規範、国の

法律、地域社会の道徳規準に対 し、名実ともに忠実で
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あれ。 3)職業に品位を保ち、自ら選んだ職業におい

て、最高度の倫理的規準を推進すべく仝力を尽 くせ。

4)雇主、従業員、同僚、同業者、顧客、公衆、その

他事業または専門職務上関係をもつすべての人々に対

し、公平なるべ し。 5)社会に有用なすべての業務に

対 し、それに伴 う名誉を認め、敬意を表せ。 6)自 己

の職業上の手腕を捧げて、青少年に機会を開き、他人

からの格別の要請にも応え、地域社会の生活の質を高

めよ。 7)広告に際 し、また自己の事業または専門職

務を世に問 うに際し、正直専一なるべ し。 8)事業ま

たは専門職務上の関係において、普通には得 られない

便宜ないし特典を、同僚ロータリアンに求めず、また

与えることなかれ。

ロータリアンとしての有 り様が、よく表現された内

容 と思います。 自己の職業の品位 と道徳水準を高め社

会から尊重 される存在にする、そして職業を通 して社

会のいろいろなニーズを満たす。すなわち職業奉仕 と

は、職業を通 して社会のニーズをほぼ完仝な形で満た

せるよう努力を重ねるとい うことと思います。

≪新会員紹介》

細川俊彦 君

[職業分類 ]

広告取扱

[勤 務 先]

(株 )静 岡博報堂

[趣  味]

映画鑑賞、ゴルフ

去年の 4月 から静岡に住み始め、 1年半が経ちまし

た。住んでみると静岡は大変すばらしいところで、も

つと早くくればと悔やんでお ります。また、仕事にお

いてもお得意様に恵まれ順調に過ごしてお ります。

これからよろしくお願いいた します。
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≪来賓卓話≫

「日本での私の成長」

米山奨学生 文順姫 様

みな さん、 こ

んにちは、文順姫

です。ロータリー

の皆様 と再会でき

とても嬉 しいです。

まずは 自己紹介

から始めます。私

は中国の吉林省延
辺朝鮮族 自治州の出身です。中国には 56の 民族があり

私はその中の朝鮮民族です。大学は北京の中国農業大

学農学部を卒業しました。卒業後、北京大一種苗有限

公司とい う韓国系種苗会社の種子管理部で 9か月働き

その後 2009年 4月 に静岡大学農学部へ入学。2012年
4月 4月 、 日世株式会社へ入社 しました。現在は山梨
の南アルプスエ場試験研究室に配属され、主にフルー

ツソース、フルーツソフ トの新商品開発を行つていま

す。

私は日本で暮 らし、 日本 と中国の違い、 日本人と中

国人の考え方の違いを強く実感 しました。今 日は4年
半日本で生活 した中で、感 じたことを皆様にお話 しま

す。一番 ビックリしたのは、 日本人が相手の立場に立

つて仕事をすることです。モノを作る時は、どうすれ

ばこれを使 う人が楽になるのかを考え、またどうすれ

ばこればもつと使いやす くなるのかを考え、さらに細
かい部分を改良しようと努力する姿に感動 しました。
また、 日本人はあまり怒 らないことに驚きました。中

国では相手が間違った時 「どうしてこんなことをした
のですか」と怒 ります。間違った相手もその理由を説

明するのですが、ちょっと喧嘩 しそ うな雰囲気になる
ことが多いのです。 日本では相手が間違った時でも自

分から「私は大文夫ですよJと い う気持ちを伝えます。

すると、間違った人が 「すみません。私が悪いです J

と言つて終わ りになります。会社へ入つた当初、私は
この日本の文化に慣れていなく、何回も怒 りました。
みんなも、どうしようとい う雰囲気になっていました。
しかし、何回か繰 り返す うちに、自分の行為が周囲に

迷惑が掛かるのではと考え、自分なりに作った対策が

あ ります。それは 「lW lH方式」です。 lWは why

で、相手が間違った理由を考えます。たぶんこの人も
わざとではないでしょうからと原因を調べるのです。
そ して、 lHは hOwで、どう対応するかとい うことで

す。相手の間違いに対 して、間違いを正すかそれ とも

怒るかを考えます。そ うすると、相手もそれほど間違
つてはいないのだなとい う気持ちになります。この方

法で怒る頻度も少なり、人間関係が丸く収まるように

なりました。この経験が会社生活の中で、一番私を成

長 させたことだと感 じています。

今年、中国ヘー時帰国 した際、自分がこの 4年半で

ずいぶん 日本に慣れたとさらに実感 しました。その一

つは店先の ドアヘの対応です。 日本は自動 ドアが多い

ので、 ドアの前で待つ習慣がついてしまい、中国の自

動 ドアがないところでも ドアが開くのを待つてしまい

ました。また、中国で物を買 う時、必ず値切る習慣が

あるのですが、日本は定価販売だつたので、この値切
リスキルをすっかり忘れてしまいました。
しかし、自分のこの変化こそ、日本へ留学し仕事を

して得たものであると思います。私は私の変化を中国
人に伝え、彼らにも日本のいいところを勉強してもら
いたいです。今日は色々自分の考えを皆様にお話しま
した、ご清聴ありがとうございました。

≪スマイル報告》

宮川 7巴 君 会社設立 15年で、社屋を引っ越

ししました。これまでの静岡新聞

旧本社ビル (駿府博物館)の取り壊

しが決まったためです。新スタジ

オは静岡市役所西側の青葉シンボ

ルロー ド沿いの江崎ビルです。今

後ともよろしくお願いします。

本 日入会された細川さんは、仕

事のパー トナーです。待っていま

した。入会を祝 し、スマイルしま

す。

博報堂細川さんの入会を心より

歓迎しスマイルします。

細川さん、ようこそ。

ご入会を心より歓迎しスマイル

します。

10月 スター トです。月―スマイ

ル継続中、皆様もよろしくお願い

いたします。

1年ぶりに、記念日を思い出し

ました。 1年無事過ごすことがで

き、感謝しています。ありがとう

ございました。

お誕生日のお祝いありがとうご

ざいます。47才 になりました。
コレステロールが検診で引っかか

つたので、食事と運動に気をつけ

ます。

すつかリレディとなられ、ご活

躍の文ちゃんに久しぶりにお会い

できたことに感謝してスマイルし

ます。

久しぶりに文ちゃんが例会へ来

てくれました。すっかり見違えて

しまった方もあると思いますが

その後どんな活躍をしているか楽

しみにしています。

村松重治 君

川 口尚宜 君

杉本幸子 君

新間圭子 君

杉田至弘 君

高柳正雄 君

冨井一矢 君

浜田賢治 君

≪出席報告》
会員数 出席 欠席 MU 完全欠席 確定出席率

10/3 5766) 45

9/19 44

9/12 56 54) 9 5 4 92 59%


