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 みなさん、こんにちは。柿の実が色付く頃

となり、スーパーや八百屋さんの店頭にもお

いしそうな柿が並ぶようになりました。 

 この時季になりますと、我が社にはドライ

アイスを買いに来られる人が多くなります。

別に葉山さんの同業の方たちではありませ

ん。毎年この時季になりますと、渋柿の渋抜

きの為にドライアイスを使われるからです。 

昔は渋柿を焼酎や温泉に漬けて渋抜きをして

いましたが、現在はドライアイスの炭酸ガス

での渋抜きが主流となっているようで、渋が

良くとれたと感謝されています。 

 さて、１０月末に予定されていた、台北稲

江ＲＣの方々の人吉ゴルフ訪問の件ですが、

来年の秋に繰り延べになりました。詳細は浅

野幹事より報告されますが、先週より電話で

のやり取りの結果、二転三転して今年度の訪

問が中止になったようです。次年度の渡辺エ

レクトにはご迷惑を掛ける結果となってしま

いましたが、宜しくお願いします。 

 １０月は職業奉仕月間と云う事ですので、

本日は職業奉仕について少しお話ししたいと

思います。 
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 今まで職業奉仕については、私自身も、色ん

なロータリー関係の資料・参考書を調べました

が、難解な説明であまり理解できませんでし

た。手続き要覧・第７章の職業奉仕を解説した

部分も然りです。しかし、この度私にも理解出

来るような、やさしく解説した資料を探しまし

たので紹介します。 

 「職業」とはお金を儲けるための手段であり

ます。私たちが生きていく為の所得を得る手段

であり、これは「自分のためのもの」です。 

一方、「奉仕」とは世のため人のためのもので

あって、すなわち自分以外の「人のためのも

の」です。このように全く正反対の２つの言葉

が１つになって職業奉仕と云っている為に非常

に解りにくいのです。この言葉は完全なロータ

リー用語であり、辞書には載っていません。そ

して、「職業奉仕」と云う言葉は、「職業」す

なわち金を儲ける事であり、「奉仕」すなわち

世のため人のために尽くす事です。 

 つまり、ロータリーの職業奉仕とは、「職業

を営むこと（金を儲ける事）」が、世のため人

のための奉仕となる」と云っているのです。 

ここが職業奉仕にとって一番難解な点です。 

職業を通じた奉仕活動と云う事で、たとえば弁

護士さんが、無料の法律相談をやる。あるいは

お医者さんが、無医村に出かけていって無料で

診療する。そういうのが職業奉仕かと思ってい

ましたが、しかし、ロータリーでは、そういう

のは立派な行為だけれども、職業奉仕ではなく

て、むしろ社会奉仕だと書いてあります。 

医療において、病人、病む人の立場に立って医

療をする。これは倫理的に大変望ましい立派な

事であり、これが職業サービスいわゆる職業奉

仕であると言われます。その結果として、患者

さんの信頼を得て、多くの患者さんがその病院

に集まり、結果的にその病院が繁盛する。 

 もうひとつの例で言えば、自動車関係の会員
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さんの職業奉仕とは、ユーザーにとって運転し

やすい安全な車を、また環境にやさしい車を、

適正な価格で販売するとお客さんに喜ばれま

す。これが職業奉仕であると書かれていまし

た。仮に救急車などを寄付されるとします。そ

れは立派な行為ですが、これは、職業奉仕では

なくて、社会奉仕の分野になります。 

 職業奉仕という言葉は、単に職業と奉仕を結

びつけた熟語ではありません。ロータリーが考

え出した哲学的な意味をもつ言葉であり、その

概念も一朝一夕に出て来たものではありませ

ん。ロータリーの創立時から、数々の議論を重

ね、経験を積み上げ、お互いに理解しあいなが

ら会得していった集大成が、ロータリーの基本

理念ともいえる職業奉仕なのです。そして何よ

り重要な事は、その考え方を毎日の職業生活と

して営んでいけば、必ずその事業は永続的な発

展が約束されると云うことなのです。どんな不

況においても耐え抜く強靭な企業体質を作る経

営戦略こそ、ロータリーの職業奉仕であると謳

(うた)ってあります。 

 四つのテストを厳しく適用し、お客の信頼、

信用を得るなどの倫理的な行為こそ、長い目で

見れば、大きな利益につながる、これこそ職業

奉仕であると書いてありました。 

 以上で本日の会長の時間を終わります。 
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【連絡事項】  

１．稲江ＲＣからの交流訪問中止の件 

  経緯報告     

２．熊本県広告景観向上推進協議会より、平成 

  24年度総会の結果通知[本田社会奉仕委員長 

  へ]      

３．2720地区米山奨学委員長より、2013学年度 

  の面接についてのお願い［中島米山記念奨 

  学会副委員長へ］    

４．佐賀国際重粒子線がん治療財団から公開講 

  座と卓話の協力依頼[小林ヘルスサポート委 

  員長へ]    

５．おくんち祭街頭募金のお礼状[掲示]          

  本田委員長、平田会員ご苦労様でした。 

６．RI国際大会の最新情報:新しいウェブサイト 

  の紹介[掲示]    

【回覧物】 

 多良木ＲＣ週報 

【例会の変更及び取り止め】 [掲示版]  

 熊本中央ＲＣ、熊本北ＲＣの週報 
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【ローターアクト委員会】  安達玄一委員長 

 10月13日～14日に大分県日田市で行われた

2720地区ローターアクト年次大会の報告です

が、今日は時間がないので式典前に行われま

した第１回会長幹事会での決定事項を報告い

たします。 

 人吉ＲＡＣと熊本東南ＲＡＣの２クラブが

来年度の年次大会へ立候補していましたが、

全17クラブの投票により来年度のアクト年次

大会会場は人吉に決定いたしました。決定し

た瞬間は皆がガッツポーズしましたが、式

典・イベントが進むにつれて責任の重大さを

感じてまいりました。 

 次年度は赤山ガバナー年度でもあり、人吉

で地区大会も行われます。この巡り合わせを

アクトメンバーの成長に変えることが出来る

よう努力したいと思います。渡辺副会長年度

になりますので宜しくお願い致します。 

 

【プログラム委員会】 

 

    新入会員卓話  

 

              田中信也会員 

 [2012年4月27日入会 職業分類；商業銀行] 

こんにちは。田中でございま

す。新入会員卓話ということ

で、10分ほどお時間をいただ

き、お話しさせていただきた

いと思います。 

 お手元にお配りしている冊子は、ＦＦＧの

ディスクロージャー誌です。後ほど中身につ

いて、時間があればいくつかご説明したいと

思います。その前に、私が銀行に入行した当

時から数年間（年齢で言えば23歳～28歳くら

本日の出席率 

会  員  数   67名   82.81% 

出 席 免 除 3名 1 0 /5例会出席率  85.94％ 

欠 席 者 数 11名 補  填  数 9名 

出 席 者 数 53名 修 正 出 席 率 100％ 

＊届け出欠席  

 渕田・有村・丸尾・片岡啓・中村・高山・木村・有馬 

 尾上・北・齊藤 

＊出席免除会員 (b) 増田，愛甲，山本 

＊メークアップ  

大分中央ＲＣ；中川 

人吉ＲＡＣ；中島・平田・立山・片岡忠 

職業奉仕･社会奉仕･環境保全合同家庭集会；山口・水野・中川 

Ｒ情報･会員増強･会員選考･職業分類家庭集会；和田 



い）のころを振り返ってお話しさせていただき

ます。 

 私が入行した年の昭和61年頃(26年前）は、

バブルが始まっていて、それから数年間は、今

思えば自分も含め日本全体が浮かれていたよう

でした。確かこの年にＮＴＴの政府保有株式が

売り出され、抽選にあたった人は110万円台で

購入できて、翌年に上場した後ピークで300万

円以上になったと思います。また、預金金利で

は、平成２年頃には普通預金の金利が2.0％、

定期預金の金利が6.0％と、今では考えられな

いような金利がついていました。郵便局の定額

貯金に預ければ、10年後には元金が倍以上に

なっていた時代です。昭和61年当時流行った映

画は、宮崎駿の「天空の城ラピュタ」、洋画で

は「エイリアン２」があったようです。歌謡曲

では、おにゃんこクラブやチェッカーズ、石川

さゆりの「天城越え」などがあったようです。

当時の総理大臣は中曽根さん。という時代でし

た。 

 銀行に入ってから数年間は、仕事の終わり時

間も遅くて、夜の９時前に帰ることはほとんど

なかつたと思います。この当時の肥後相互銀行

で有名な事件として、「朝４時ＦＡＸ事件」と

いうものがありました。どういうものかという

と、当時の某支店では支店長が非常に厳しく、

支店長は早く帰りますが、部下の仕事を監視す

るかのごとく、夜の９時ごろとか、10時ごろに

支店長が支店に電話を入れて仕事の状況を

チェックするといったことがその支店では平然

と行なわれていたようでして、そのため部下の

行員たちは夜遅くまでいわば仕事をやらされて

いたようなところもあったと思います。そう

いった中で、本部への報告書を、翌朝９時以降

に提出すればいいものを、朝４時にＦＡＸ送信

してしまったのです。ＦＡＸ文書には何時何分

にどこから届いたかがわかるようになっていま

すが、それを見た本部の部長が問題視し、役員

にまで知れ渡ったという事案が、「朝４時ＦＡ

Ｘ事件」でした。 

 ただ、この頃（熊本市内の湖東支店などのと

き）、夜遅くまで仕事をしていても不思議と苦

痛ではなかったです。若かったということもあ

るでしょうが、日本全体が浮かれていたからで

しょうか、当時の支店の先輩たちと夜10時頃に

仕事が終わってそれから繁華街まで飲みに行っ

ていました。週２～３回くらいは飲みに出てい

たと思います。夜中の１時すぎまで飲むことも

珍しくなく、夜中の３時過ぎまで飲むといった

こともしばしばしていました。そういったこと

をしながらでも、自慢話になるかもしれません

が、平成２年に宅建の資格をとったり、銀行業

務検定試験なども貪欲に受験し合格していまし

た。 

 当時を思い返すと、あの頃は仕事はきつかっ

たけどいい時代だったなあと懐かしく思いま

す。給料面でも年々ポンポンと上がっていって

いました。初任給138千円で初年度は年収200万

円なかったものが、５年目ぐらいには400万円

近くになっていたと思います。ボーナスが今で

は信じられないくらいの年間７か月分くらい出

ていました。ですから、仕事ももっと頑張ろう

と思ったし、給料が上がるから多少の借金はな

んてことないという錯覚もするようになりまし

た。 

 ちなみに、その当時ローンの受付をしていた

ときにお客様から所得証明書をもらいますが、

熊本市の職員さんが申し込みに来られたとき、

たしか50歳くらいの人だったと思いますが、年

収400万円ちょっとだったと記憶しています。

（職種や肩書きによって幅があると思います

が）自分は20代ですでに50歳くらいの人の年収

に近いのだ、といったちょっとした勘違いな優

越感をもつようになったことも、借金を増やし

ていくようになった背景にあったのかもしれま

せん。 

 借金は、ほとんど飲み代含め遊行費に消え、

おまけに株にも手を出して、手持ちの余裕資金

などは一切なかったので、借金をして株を購入

していました。このころが丁度バブルの絶頂期

で日経平均が38,000円くらいの時です。あれよ

あれよという間に株価が下がっていき、売るに

売れず、借金は残ったまま塩漬け状態となり、

リボルビングの返済のために他のキャッシング

を利用してしまう、いわゆる自転車操業状態に

なっていきました。 

 今思えば、恐ろしい限りです。その後どうし

たかというと、31歳で結婚をしましたが、恥ず

かしい話ですが、結婚をする前に父親になきつ

いて、父親から借りて大半を返済しました。そ

れからは身の丈にあった生活を心がけ、今では

マンションを購入したときの住宅ローンは残っ

ていますが、その住宅ローンの残債を一括で返

済できるくらいの金融資産も持つようになりま

した。 

 当時を振り返ると、仕事も勉強も一生懸命し

て、腹いっぱい飲んで遊んで、借金作ってはら

はらして、よくやったなあと感心します。た

だ、借金しすぎて身動き取れなくなりそうな体

験を教訓にして、後輩や部下への指導を徹底し

ています。借金がないに越したことはありませ

んが、ロータリー会員の経営者の皆様には、是

非お借り入れをお願いします。 

 以上、取り留めのない話でしたが、ご静聴あ

りがとうございました。 

 



【雑誌委員会】 

 

ロータリーの友１０月号紹介 

              
 
           紹介者 本田 節会員 

①横組み 

 10月は職業奉仕月間と米山月間である。 

日本から30年ぶり３人目のＲＩ会長田中作次氏

とロータリーの友委員会委員長 片岡信彦氏と

の対談が非常に興味深かった。 

 要旨 

１．ロータリアンであることの幸せを他の人に 

  も分けてほしい 

２．ロータリアンを増やすことが世界平和につ 

  ながる 

３．会長が一番大切にしていることは「相手の 

  欠点ではなく長所を探す」こと 

４．「奉仕を通じて平和」というテーマについ 

  て 

５．一番心に残っている人はロータリーを紹介 

  してくれた人である 

 以上の要旨で職業奉仕に対する基本的な考え

方を指さして下さいました。 

 

②縦組み 

日本社会事業大学理事長 潮谷義子氏（元熊本

県知事）の第2740地区における講演要旨 

１．21世紀に入り経験した大きな変化 

  特に2011年３月11日の東日本大震災で気づ 

  かせてもらった「絆」「家族」について 

２．増える近親者による虐待 高齢者や子ども  

  たち 

３．健康で老いを迎えることが大きな課題で三 

  つの条件として「役割を持つこと」「仲間 

  がいること」「趣味や信仰があること」が 

  重要 

 以上の要旨の中で現在の家族のあり方や、今

日の日本の状況の中で誰かが変えてくれるので

はなく、私たち一人一人が変化を求めて役割を

担い、仲間を作り、使命感を持って、ロータリ

アンとして誇りを持って活動することが大切で

あると説かれた。 

 

【ゲスト 松山 順さん】 

            紹介 漆野智康会員 
 
■球磨郡あさぎり町出身 

■経歴 

中学卒業後、歌手を志して上

京。「若いお巡りさん」の曽

根史朗に弟子入りする。コッ

ク、ロケバスの運転手など様々な職業に携わっ

た後、世界的に有名な予言者・故藤田小女姫と

運命的な出会いを果たし、再び歌の道に…。現

在は、世田谷区内で「A１カラオケ歌唱塾」を

営むかたわら、A１カラオケ歌唱法の出張レッ

スン、地方講演を行う。「松山順のA１カラオ

ケ歌唱法DVD」発売中。新曲は「私のあなた」

「球磨の女」（キングレコード） 

☆新曲をご披露して頂きました。 

 ありがとうございました。 

 

【ニコニコ箱委員会】     延岡研一委員長 

・大久保会員 松山順さん、人吉･球磨の観光 

 宣伝に頑張って下さい。大いなるヒットを 

 願っています。             

・立山会員 来年度のローターアクトの年次大 

 会、人吉大会の決定おめでとうございます。 

 アクトの娘ともども喜んでいます。本田さ 

 ん、ロータリーの友紹介発表ありがとうござ 

 いました。                          

・岩本泰典会員 石蔵会員の隣でロータリーソ 

 ングを歌っていましたら「よう覚えとったで 

 すネ」と言われました。先月入会したばかり 

 の者から言われますと悔しいものでありま 

 す。                                

 

【Ｒ財団委員会】      和田栄司委員長 

・石蔵会員 詳しくは改めて報告させていただ 

 きます。私、10月13日に入籍致しました。ご 

 指導の程、宜しくお願いします。     

・和田会員 石蔵会員、入籍おめでとうござい 

 ます。武末会員初めての男子の孫、おめでと 

 うございます。今日はおめでたいカードばか 

 りでしたので寄付致します。        

・本田会員 おくんち祭りの10月9日、本田家 

 に60年振り男の子が誕生しました。四人目の 

 孫です。青井神社の蓮にちなんで、“蓮太 

 郎”と息子が命名しました。喜びにわいてお 

 ります。                

・武末会員 武末家初めての男の子が10月1日 

 午後11時58分に産まれました。8人目の孫で 

 やっと男の子が産まれました。命名は、私の 

 「憲」と青井神社の「青」を頂いて「憲青」 

 (ｹﾝｾｲ)と名付けられました。       

 

【米山記念奨学委員会】   宮原和広委員  

・伊久美会員 50数年のクラブにしては寄付が 

 少ないようです。ご協力をお願いいたしま 

 す。                

・宮原会員 伊久美会員のカードを読むはめに 

 なった為、さっそく寄付します。      

 

 

      点 鐘  山賀勝彦会長 

 


