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本日の例会プログラム

時間 ス ケジュ ール 5

受  付

7: 30 開会宣言   妹尾佳晴 会場監督  

7: 31 点鐘

7: 32 ロ ータ リ ー

ソ ング

7: 34 四つのテス ト

唱和

        国際 ロータリー 第 ２５００ 地区  第３分区

職業奉仕月間1月の月間 テーマ    平成２８年 １月 １4日 （木）  ＡＭ７：３０～８：３０

委員会スピーチ 職業奉仕月間について    場所   アートホテルズ旭川   15 Ｆ  シャルム

    今朝の１５Ｆシャルムからの旭川市内 

”只今より 

旭川モーニング 

ロータリークラブ 

第１０６６回例会を 

開催致します。”     

”高見一典会長  

点鐘をお願い致します。” 

本日の 

”四つのテスト" は 

 

飛弾野正幸会員です。 

飛弾野会員 

お願い致します。 
 

高見一典会長点鐘・宮永憲一幹事 

受付左から小柳・笹川会員・林事務局・飯塚・嵯城・石川会員 
 

          

            ♫   
                 ♪ 

                   

                ♪ 日も風も星も♪ 



時間 ス ケジュ ール 高見一典会長
7: 36 会長挨拶

7: 37 会務報告 宮永憲一幹事

7: 38 委員会

報告
米山功労者

感謝状

7: 40 第 6 回

川柳大賞

 会員皆様、おはようございます。新年２回目の例会は通常の朝例会で、多 

くのご参加を頂き誠にありがとうございます。 

さて、来月２月６日から１１日までの６日間は第５７回旭川冬まつりが開催 

されます。現在、旭橋下流の河川敷では毎年ながら陸上自衛隊第２師団の皆 

様方のご苦労を頂き、世界最大級の大雪像を制作中です。第５７回ですから 

、私が生まれた年に始まったと考えると本当に感慨深さを感じ得ます。又、 

明日からは旭川駅前広場に「ゆっきリンク」と称するスケートリンクがオー 

プンする予定です。昨年は急遽、旭川冬まつり開幕に併せてオープンした経 

緯がありますが、全国的にも大変珍しく、旭川市民や観光客で賑わうことを 

期待して致しています。 

今日の朝例会、宜しくお願い申し上げ挨拶とさせて頂きます。 

  

 

１）国際ロータリー第２６５０地区京都モーニングロータリークラブより、会報 №８１５～８２５  

   収受。 

 

２）旭川市内６ロータリークラブより、会報１０・１１・１２月分 収受。 

 

３）一般財団法人日本国際飢餓対策機構より、飢餓対策ニュース№３０６ 収受。 

  

  

 

小柳裕子会員・第5回・6回川柳大賞２連覇達成！ 
今期川柳大賞受賞者 
 第1回 林 雅美   会員  

 第2回 大久保昌宜会員 

 第3回 宮永 憲一 幹事  

 第4回 福居恵美子会員                 

 第5回 小柳 裕子 会員 

 前期グランプリ大賞 

       小川 伸治 会員 

 第6回 小柳 裕子 会員 

 

第2回マルチプル米山功労者感謝状    
  公益財団法人ロータリー米山記念奨学会 

 

    第1回 米山功労者感謝状 
公益財団法人ロータリー米山記念奨学会 

第6回12月川柳最優秀賞・発表・景品贈呈 

   最優秀賞 『ナンパされ  婆じゃ婆じゃと  走り去り』小柳裕子会員   

     優秀賞 『 川柳も    ひねる余裕の    無い師走 』林 雅美 会員 



7: 45 食事と 懇談

8: 05 ３ 分間

ス ピ ーチ

8: 08

                          15階  シャルムにての朝食と懇談 

朝食     menu 

                          15階  シャルムにての朝食と懇談 

食後の至福 smoke time 

                          15階  シャルムにての朝食と懇談 

                          15階  シャルムにての朝食と懇談 

飛弾野正幸会員 

start 

stop 

    

 ♫  
    ♪ 

                私とロータリーと題してお話し 致します。 ２３年前私の住んでいる 町 

                        内会長の石田様に入会しないかと 誘われ入会いたし ま した。 

                     石田様は東ロータリー の会員でありいろいろとご指導を頂き まし た。 

                        私は当時 50 歳。建設業 ・塗装業以外の人たちとの交流が始まり新しい 

                     友達もでき、楽しく現在にいたっております。会員全員が異業種なの 

                    で話題も豊富で例会も楽しく同伴のタベ・ファミリーパーテー・新年 

                      会 ・観楓会 ・旅行など楽しい行事がいっぱいあり家族も参加できる行 

                    事もあり私の家族も楽しみにし ております。会員の皆様からは例会や行 

                      事等で いろんなお話を聞き大変勉強になりました。 

  私事ですが事業内訓練センターで30年間塗装技能訓練をさせていただき１０年後に立派な職人にな 

っていくのを見て励みにしてました。私の会社の新入社員も全員訓練校にいれ、今では優秀な職 

人として会社ではなくてはならない人材となっております。 

この30年間の技能検定・訓練指導員・塗装組合の役職などの 

業績が認めら れて平成 26年旭川市よ り産業貢献賞 ・平成 27 

年瑞宝単光章をいただきました。名誉な受賞に恥じ ないよう  

精進し ていきたいと 思います。 

遠方の京都・川口・青森・札幌モーニングロータリーさんとの 

交流もでき大変勉強になりました。またチャーターメンバ 

ー以来 ２３年間ここにいられるのも会員の皆様の温かいご 

指導のたまものです。有難ごございまし た。 

  

 
 株式 

 会社 ひだの塗装工業    new 会社案内より 

私の職業奉仕 



8: 10 委員会
ス ピ ーチ

私の職業奉仕 

旭川モーニングロータリークラブに入会させていただいて1年余りになります。 

勉強不足の私が 委員会スピーチをすることになってしまいました。 

そこで、ロータリーにおける職業奉仕とはどのようなものなのか、慌ててインターネット 

で にわか勉強をして見ましたが、膨大な資料がでてきて、名言、格言が山のよう・・。 

タイトルを見ただけで 読み切れません。まして 職業奉仕を語るには 私はまだまだ道 

半ばですし、諸先輩方の前で発表するのは、どうにもおこがましく思いましたので、方針 

を転換して 私の職業がどのようなものかを発表させていただくことに致しました。 

もし、私の職業倫理や奉仕の考え方が 的外れだった場合には 後でこっそり優しくおし 

えていただけましたら幸いです。まず、私の職歴を申しますと、北海道電力道北支店に入 

社して約８年間 一般的なＯＬ勤務をした後 主婦兼短期アルバイトでの 北電本店勤務 

を経験しました。その頃の自分を思い出してみますと電力を供給するという世の中になく 

てはならない企業の一員であるという自負はあっても大きな歯車の中のＯＬの仕事に対し 

ては 奉仕という概念はもっていなかったように思います。その後、今から２６年前にインテリアコーディネ 

ーターという仕事につきました。ここで、簡単にインテリアコーディネーターの仕事を説明します。 

インテリアコーディネーターとは 特に住宅に関するすべてのアイテム 建材や仕上げ材とその色、照明器 

具の種類や位置 家具に至るまで お客様に一番合うものを 選ぶお手伝いをする仕事です。それがなかな 

か大変な仕事でして、マーケティングや販売技術 建築知識から室内の絵をかくとか、トレンドからクラッ 

シックなセンスまで膨大な商品知識を限りなく求められます。そんな完璧な人っているのかなと思う程です。 

でも、少なくとも 目の前のお客様よりは知っていなければ 話になりません。 

しかも お客様の心を掴めなければ アドバイスなど 大きなお世話にしかなりません。 

  日本は デザインやアドバイスやサービスに お金を払うのがちょっと苦手なところがあると思います。 

インテリアコーディネーターはハウスメーカーなど組織の一員としては 責任をもって仕事ができますが、単 

独の職業として成り立つのは難しいと思います。その理由はコーディネーターによって感覚的な事項に個人差 

がありすぎること、そして仕事に対する倫理が個人に任されていて、確立されていないからだと私は思ってい 

ます。仕事を依頼する側からすると 誰に頼むのが正解なのか 頼んでみなければ判らないですね。とはいえ 

さまざまな局面でどの選択が誰にとっても一番良いかを前提に最善を尽くそうと努力しているコーディネータ 

ーは確かに存在します。そういう 相互の幸せを目指し努力すること.は 職業奉仕の精神ですよね。 

さて、私は旭川では インテリアコーディネーター養成講座の講師をしていた時期があります。 

残念ながらその頃の私は、インテリアの経験はまだまだ浅くて、「未来の職業人を育てましょう」というよう 

な高い意識はなく、生徒さんには 資格試験に合格するテクニックを教えていました。でも幸運なことに自己 

啓発を望んでいるポジティブな主婦の方々が生徒さんで通われていたのでその交流の中から自分にないものを 

感じ取ったり、「先生」とおだてられて自信を持ったり生徒さんとその後につながる関係が出来たりしました。 

主婦の方々のポテンシャルは素晴らしく、私は主婦という職業の生徒さんから 逆に多く学ばせていただいて 

いたと今になって思います。その後、内装業の会社で主に窓装飾の仕事をし、そして１８年前に現在の神楽岡 

に独立して店を出し今に至ります。当社は室内装飾業です。仕事は地方レベルではなく全国レベルの質を目標 

に全力でやってきました。と、いいますとかっこいいですが、もちろん山あり谷あり思い通りにはなっていま 

せん。それでも細々とでも今まで継続できていることには感謝することばかりです。会社を始めてはみました 

が自分の思う業態の模範となるものが見つからず何事も手探りでした。仕事のノウハウは全国の同業者の知り 

合いから学びましたが、経営的には前にいた会社は悪い手本だと思っていましたし似たような業種の会社はあ 

っても目指しているものが違っているように思えました。仕事をして日々の糧を稼がなくてはならないのに会 

社は来月のこともわからなく不安定。仕事は出来そうな気がするけど、会社にした意味があるのかな？命がけ 

で会社を守っているつもりだけど、誰のために？働くのはいとわないけど私が勤め人の方が自分の小さい子供 

たちには幸せなのでは・・・と 考えることもありました。 

漠然と疑問を持っていたころのある日 朝刊の広告欄に目が留まりました。出版された本の広告です。ガンジ 

ーの教えの本らしく、広告にはガンジーの教えのタイトルが箇条書きで並んでいて、そのいくつかの中で印象 

に残ったそれは、「適正な利益を生まない商売はしてはいけない。」みたいな言葉でした。すみません、私は 

そのガンジーの教えの本は結局読んでいません。新聞広告の見出しだけで自分で勝手に解釈しています。でも、 

とても腑に落ちたのでした。私は他店と差別化を意識していて、他では扱っていないものを売りたいし、低価 

格競争で量販店と競いたくないし 競合店と同じようなものを微々たる値下げで争いたくない。自分でも買え 

ないような高いものは なかなか売れないし、せっかくうちの店に来て心が通じて良いものをオーダーして喜 

んでくださるお客様から 暴利はとりたくないし、でも 利益が出ないと 自分の心が萎える。 と、思って 

いました。ふ～ん、なるほど、ガンジーさんいいことをいうなぁ。「適正」いい言葉です。うちの店は、お客 

様にとって適正なものを 適正価格で 責任を持って提供する！そして、お客様が知らないことでも何事もご 

まかさない。当社に職業奉仕といえる考えがあるとしたらこのことです自分たちの職業に自信と誇りを持つた 

めに 仕事とお客様に誠意をつくす。この方針は従業員にも伝わっていると思います。理解し、実践できる人 

が店に残って長くお勤めしてくれますし、その考えを共有した人はたとえ都合で退職してもずうっと身内の気 

がしています。取り付けの外注さん、専属の縫製工場の職人さん、仕入れ先の方にも、それはなんとなく伝わ 

っているようで、信頼して頼りになります。小さなアクシデントはいつもありますけど どう対応するかの考 

  

  

 

林雅美職業奉仕委員長 



8: 25 ニコ ニコ

 ボッ ク ス

8: 27 出席報告

総員 2６名

出席 ２１名

  出席率 80.77%

89.36%

8: 30 点鐘

広報委員会 ：佐々木 靖文（長）  脇坂 慎一   笹川  和廣

  第1066回例会

1月14日本日の出席

修正出席

実績平均出席率（12月24日現）23回

12月31日休会の為ございません。

   ♪ 
          ♫  
                      ♪ 
                   

平成２８年 １月１４日現在累計金額   

                            金 ２２８,５００円  

竹村陽子親睦委員長 （代）飯塚達夫会員 

桑原義彦クラブ例会運営委員長  

※ メークアップ     

 （敬称略）  1月7日  武田昭宏（旭川東RC) 

本日のニコニコボックス 

武田 昭宏 会員 ：あけましておめでとうございます。 

                 先週の新年会欠席申し訳ございませんでした。 

                 今年1年間、クラブ皆さんと元気でまい進しましょう。 

石川千賀男会員 ：先週は誕生祝いをありがとうございました。 

                 12月の決算でおかげ様で創業以来53年の歴史上、最大 

                 の売上と最大の利益を上げることが出来ました。 

                 ロータリーのおかげです！！ 

 

えが大きく違わないので 大きな問題になりません。 気心が知れた強みです。 

ロータリーに入会させていただき、いつも唱和する４つのテストを初めて聞いた時にそのガンジーの本の広告 

を思い出しました。おぼろげなイメージだけで一語一句は正確に覚えていないガンジーの言葉の見出しに代わ 

って、今は「４つのテスト」が事務室の壁にかけた額の中から毎日私たちを見張っています。ドラッガーもガ 

ンジーの本も読まないままですが、今日まで会社を継続できたことと、ロータリーに出会えたことに感謝しま 

すとともに、もっとロータリーの精神を勉強することを約束して 委員会スピーチとさせていただきます。 

ご清聴ありがとうございました。 

 

高見一典会長終礼点鐘・宮永憲一幹事 

旭川モーニングRC 

      例会出席簿 


