
２０１５年３月１６日（曇り） 第３週 第２１０３回例会

”我等の生業”Song

Attendance

７９名 １１名 ８４．５１％会員 欠席 出席率

栗木和夫 会長President Time

皆さん、こんにちは。本日は職業奉仕についてのクラブ

フォーラムですから、私の仕事である物流業界の現況をお

話しさせていただきます。ドライバー・作業員不足の影響

で、トラックは購入できるが運転手の求人申し込みが無い

為、営業推進ができていません。原因の一つは昭和22年か

ら24年生まれの“団塊の世代”が約805万人、半分を女

性と見た場合、約402万人が現在労働力の第一線を離れた

ことになります。一方これから労働力となる人口は、昭和

30年から平成9年生まれの人口で358万人ですから、その

差は447万人。仮に女性を労働力に見立てると、ようやく

団塊の世代の穴が埋まる計算です。したがって女性ドライ

バーも採用しています。二つ目はドライバーへの過重な労

働負担と、見合った報酬が支払いされない等について労働

基準局より改善基準告示がされました。内容は①１日の拘

束時間は13時間以内②連続運転時間は４時間以内で30分

以上の休憩が必要③１日の運転時間は9時間以内④１週間

の運転時間は44時間以内⑤休息は8時間以上（全く自由な

時間）等の遵守が求められました。東北、中国以遠への輸

送は途中で１泊又は2人乗務をしなくてはなりません。荷

物の積み下ろしの際に生じる待ち時間や、急な輸送条件の

。変更がないよう現場の改善に向け荷主にお願いしています

現在トラックにはGPS付デジタルタコグラフによって走行

記録が事務所で管理されています。ドライブレコーダにい

たっては走行中の前方及び室内、後方の映像を記録するだ

けでなく声までも録音されています。厳しい環境におかれ

ていますが、物流は必要不可欠な仕事と思い、今後もがん

ばって職業奉仕に務めます。

３月２８日（第２１０４回）Today

担当 加藤 徹 親睦活動委員長

演題 春の家族会 劇団四季「マンマミーア」

ヒルトン「王朝」ランチ（3/30例会振替）

４月 ６日（第２１０５回）Next Week

担当 武藤正俊 プログラム委員長

演題 卓話「中小企業の支援」

弁護士 酒井俊皓氏



臼井幹裕 幹事Secretary Report

１ 次週3月2３日（月）は定款による休会です。

２ 次回例会は3月28日（土）春の家族会です。3月30日

（月）の例会振替です。

３ 第2760地区第5回フォト俳句展のご案内

日時 5月23日（土）～31日（日）

場所 フォトサロン「サン・ルゥ」

※出展ご希望の方は事務局までお知らせください。

４ 第5回臨時理事会のご案内

日時 3月16日（月）例会終了後

場所 例会場

５ 鈴木正徳君に2015～2016年度地区研修委員会委員

の委嘱状が参りました。

ご投函有り難うございます

栗木和夫 会長

ゴルフ部の皆様、突然の寒波襲来で残念でしたね。

宮下職業奉仕委員長、クラブフォーラムよろしくお願

いします。

久し振りのアンコウ鍋料理、美味しかったです。継続

は大変ですね。有り難う。

篠田正志 副会長

ニコボックスの皆様、何時もご苦労様です。

國元 卓君

わずか2年間でしたが、本当にお世話になり、有り難

うございました。

堀江承元君

今年の我が家の行事に孫が初めて手伝ってくれました。

うれしいやら、うれしいやら？

加藤憲治君

、 。愛西市観光協会が 木曽川観光船の運航を始めました

是非楽しい体験をして下さい！

栗本裕子君

東海君、有り難うございました。後藤眞君、何時も学

びを感謝いたします。

東海広光君

「ロータリーの原点に学ぶ」と、先日開催されました

PETSでガバナー方針が発表されました。

皆様のご協力をいただきまして、次年度IDMすべて終

了することが出来ました。いよいよあと3ヶ月で出航

いたします。どうかよろしくお願いいたします。

アルコールを断って今日で3日目です。まずは1週間か

ら始めます。

山田幸治君

先週、大学の同級生と歓談しました。神武天皇から現

代まで全部知っていたので吃驚しました。紀元2675
びつくり

年。

前田重廣君

八十八会、皆様何時も有り難う。

北野君、写真有り難う。

大竹敬一君

宇津山君、皆さん、先日の得仙ドタキャン失礼しまし

た。

紅谷幸政君

、 。知多新四国巡礼参加の皆様 大変お世話になりました

福嶋敏雄君

ニコボックスの皆さん、ご苦労様です。

後藤袈裟美君

新四国八十八ヶ所巡り、同行の皆様ご苦労様でした。

後藤雅光君

3月14日八十八会参加の皆様、ご苦労様でした。内海

の鯱亭の料理・お酒、大満足でした。

稲垣秀樹君

前回「春ですね」と投函しましたが、翌日雪が降りま

した。天気はわかりません。迂闊な発言に反省してお

ります。

伊藤英毅君

昨夜は奥様にも付き合っていただき、有り難うござい

ました。グレ、とても美味しかった。楽しい夕食でし

た。

伊藤正征君

3月12日（木）あんこう鍋、得仙へ参加の皆様、有り

難うございます。次回は11月12日（木）予定を組ん



でください。

岩島裕芳君

ニコボックスの皆様、ご苦労様でございます。

加藤春視君

ニコボックスの皆様、ご苦労様です。

北野庸夫君

八十八会参加の皆様、お疲れ様でした。前田君、何時

も車を貸していただいて、有り難うございます。

児玉憲之君

IDM参加の皆様、お疲れ様でした。有り難うございま

した。

水野 眞君

、 。東京のテノールのコンサート インフルエンザで代役

1月も同じ事で代役でした。皆さん気をつけてくださ

い。

水谷安紀君

ニコボックスの皆様、ご苦労様でございます。

宮下忠克君

本日、職業奉仕クラブフォーラムを開催します。ご協

力お願いします。

田中正博君

ニコボックスの皆様、ご苦労様でございます。

立松絹久君

親睦活動委員会の皆さん、先日は楽しい時間を有り難

うございました。國元君、京都への招待、楽しみにし

ています。

冨田喬司君

時々欠席しまして申し訳ありません。ニコボックスの

皆様、有り難う。

横井久雄君

3月24日～26日、台湾汐止RC創立記念式参加の皆さ

ん、有り難うございます。

合 計 ５７，０００円

ク ラ ブ フ ォ ー ラ ム

「職業を通じての奉仕を考える」

Aグループ

・神戸の震災の時に仮設ハウスを提供した。

・事業を継承していくことが職業奉仕の一つだと考える。

・役所で不調になった仕事を受注することも職業奉仕の一

つだと考える。

・20才で創業し、45年経過した。これまでの間、支持を

。受けたと言う事は職業奉仕をしてきたと言う事だと思う

・東北の震災の時に、仮設ハウスのパーツを納入した。

・メンテナンスのいらない家をつくる事で、お客様に負担

。を掛けない良い家をつくる事が職業奉仕に繋がると思う

Bグループ

・ナンバープレート制作という仕事自体、社会性が強い。

品質レベルの維持に注意を払っている。

・住宅建築時の地盤調査業であるが、業界内には必要以上

の改良を要求するケースがあったが、良心的な提案を続

ける事で全体的に業界の改善が進んできた （ユーザーの。

ためになっている）

、 、・クレーン会社ですが 多くの機械を保有することにより

大きなクレーン専門の会社や小さなクレーン専門の会社

の足りない部分を手助けできている。厳しい仕事をあえ

て受ける事により、今迄諦めていたお客さんの夢を実現

するお手伝いをしている （夢を実現してあげたいので、。

多くの設備投資を行った ））

・建築設計監理をしっかり行うことにより、お客様がより

。良い建物を手に入れていただけるお手伝いを行っている

（喜んでいただけることが一番嬉しい。好きだからこそ

続けられている）

・職業奉仕の理解は難しい。売り手、買い手、世間の三方

良しが理想。

Cグループ

・今後も継続していく会社は、社会に必要とされる会社。

そのためには、きちんと利益を出し、税金を納めること

が大切で、それが大きな社会貢献になる。利益を出すた

めには、お客様に喜ばれる製品を作り続けること。それ

が売上につながり、利益を生み出す。その循環を作り出

すことで、社員の皆さんは仕事にやりがいを感じ、社員

の家族の皆さんにも喜びを感じていただける。

・作り上げてきた会社を次の世代にしっかり継承して行く

ことも未来に対しての大きな社会貢献になる。

・社員の皆さんに対する、社会人としての人間教育も私た

ちにできる職業奉仕の一つ。

・会社のある地域の皆さんに、その会社があって良かった

と思っていただけるような存在になることも重要。地元

への寄付はもちろん、地域の活動への積極的な参加、関

わりを継続して行うことでそれが可能になる。

Dグループ

・営業は、厳しい時代。職業PRを。



・職業奉仕とは、経営者として会社を続ける事。継承しな

がら継続する事。私の会社ももうすぐ100年になり、奉

仕活動と思います。

・最近のメンバーの職業が解らない。卓話の時間等、私の

会社のPR、発表の場をロータリーにて提供したらどう

か?

・職業冊子を作ったらどうか?

・県の毒劇物取扱委員会メンバーを長年務めています。こ

れが奉仕活動と思います。

・塗料販売を経営し継続し続ける事が奉仕であり、弊社の

受注建築・塗替え工事において現場作業員、塗装技術者

（職人）の育成と技術を磨き継承する作業が職業奉仕活

動と思います。

Eグループ

Eグループは食品関連の業種の方々と、私のみ紙のパッ

ケージの製造です。水谷君は原料販売、古川君と山田幹夫

君は食品製造、田中（正）は商品のパッケージの製造、そ

して冨田君は百貨店であらゆる商品の販売と、みんな一役

ずつ担って商品が消費者に届いています。しかし1つの工

程でもトラブル、間に合わないことがあったら、消費者に

。 、 、 、迷惑がかかります 私達は在庫管理 製造管理 設備管理

品質管理、衛生管理などしっかりして、あらゆる人の為に

なっているかよく考えていくことが職業奉仕になるとと思

います。

Fグループ

テーマ「お客様を第一に！」を中心に展開

・新聞社として読者に講演の機会を提供 （話を聞く、話す。

機会）

・葬儀など突然の際に備えた相談、情報提供の場より多く

の人に理解を！

・技術を売る よりお客様のニーズにタイムリーに対応を！。

青少年経営者の塾を開き、若手を育てる。

・地域密着。子供達に体験の場を提供。地域の祭などに協

賛 （まちおこし）。

・多様化する利用への対応。出来るだけ満足を提供。イン

ターシップ（中学生）などに働く事の体験を！

Gグループ

・お客様が喜ぶ顔を見た時に、職業奉仕を感じる。

・会社が社員を雇い、会社が税金を納め、地域に貢献。

・スキンシップ、お客様から感謝を貰い、会社が成長して

いくこと。

Hグループ

・自分の利益のことだけを考えてはいけない。仕事を通じ

て自分を磨く勉強をさせていただいている。社員を養っ

ていく事が大切。

・会社を永くやっていく事が大切である。損得抜きで、無

償でやっている相談を受けることが大切。

・利益を追求しても良いのでは。利益から税金を払い、還

元される。

Iグループ

１．自分の職業を通じての社会貢献

・医師という職業自体が社会貢献であると考えており、職

業が職業奉仕そのものである。

・職業自体が「基本的人権の擁護と社会正義の実現」を標

榜しており、職業そのものが社会貢献であり、職業奉仕

である。

、 、・国家的戦略に従って 忠実に税金の納税に協力しており

税金を納めてもらう手助けをすることで社会貢献をして

いる。

・従来は、保護司や民生委員を拝命して、社会貢献をして

きた。

・健診業務を持ち回りで担当するなどして、社会貢献をし

ている。

２．職業奉仕の実例

・患者を診察し、助けること。

・外国人のために外国語で法律相談を受け、不利益な扱い

。（ ）を受けないように援助すること 国際貢献になっている

・患者の痛みや不安を取り除くこと。

・経営戦略を見直し、リストラをしなくてもよいようにア

ドバイスすること。

３．お客様のために心掛けていること

・健康な人でも、月に１回ぐらいは診察を受けに来られる

ような環境づくり。

・より良い経営のための助言ができるようにする。

・顧客が理解できるような説明に心掛け、納得できる効果

的な解決をめざす。


