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話のネタ探しで、

■点鐘

『ハラハラ社員』会社を潰す

作者社会保険労務士野崎大輔

本ではハラスメントと調べたら、全 30 種類ハラスメントと書い

■国歌斉唱「君が代」

てありますが、携帯で見ると 50 以上もあると書いてある所もあ
ります。そこで、皆さんに質問ですが、例題です。

■ロータリーソング「四つのテスト」
（ソングリーダー

(1) 会議中に居眠りしている新入社員に、
「お前、寝ているならこ

鷲山法雲 )

の部屋から出ていけ」と厳しく注意した。

１２月のうた「ジングルベル」

(2) 部下と取引先に向かう途中で、部下が打ち合わせに使う資料
を間違えて持ってきてしまった事がわかり、
「最近、たるんで

■来訪者紹介
（会長

るんじゃないか ?

内田信行 )

米山奨学生

今日の打ち合わせはどうするんだと !」と

叱責した。

李靖清さん

(3) 社内で業務時間中に同僚と長時間、世間話をしている部下に
「お喋りするなら喫茶店に行ってやれ」と注意した。

■米山奨学金の授与
(4) 何度注意しても同じミスをするので「何回注意してると思っ
ているんだ。いい加減にしろ」と叱責した。

■１２月の誕生祝い
鈴木義親 会員

１２月１５日

福井

学 会員

１２月２１日

渡邉一弘 会員

１２月２７日

(5) 職場で愚痴や文句ばかり言っている部下に、「回りに悪影響を
及ぼすことばかり言うな。勤務時間中は業務に専念しろ」と注
意したら、言い返されて激しい言い合いになった。
この中でどれがパワハラ該当すると思いますか ?

配偶者
山坂裕美子 様

１２月２３日

内田明子 様

１２月２９日

矢野三佳 様

１２月１２日

「言葉が強いんじゃないか」「命令口調が良くないのかな」と言う
答えが出てくるそうです。
これは全部セーフだそうです。これはみな、
「仕事に関する一般
的な注意」だからそうです。

■地区委員委嘱状の授与

皆さんもパワハラならないように社員厳しく、自分に優しく会社
経営に頑張ってください。

2020-2021 年度 地区米山奨学生選考会
委員長
山田公也

■幹事報告
（幹事

中島祐爾 )

■会長の時間
（会長

１）

内田信行 )

熊本江南ＲＣより、第２回熊本市域ＲＣ会長・幹事会の案内。
いつ頃からか分かりませんが、セクハラ、パワハラと言う言葉が

日

時

１４：３０〜１５：３０予定

よく聞こえてきます。セクハラに一番危ないのが私ではないかと
思いますが、他にも居そうな気もしますが誰とは言いませんが卓

２０２０年１月２２日（水）

場

−１−

所

ザ・ニューホテル熊本 ２Ｆ「せきれい」

２）

志賀重人会員が、ロータリーの友のクイズ懸賞に応募されて当選

瀧満 ガバナー、堀川貴史 地区管理運営部門長、長縄弘貴 ＲＬＩ

されました！

委員長より、
２０１９〜２０年度ＲＬＩパートⅠ（１）開催の案内。
日

時

２０２０年１月２５日（土）９：２０〜１６：４５

会

場

ホルトホール大分（大分駅南駅）
３Ｆ ３０２・３０３

懇親会

レンブラントホテル大分

会

費

３，０００円

懇親会

６，０００円

１８：３０〜２０：３０

３）
慈愛園子供ホーム・乳児ホームより、クリスマス会の案内。
日

時

２０１９年１２月２１日（土）
１５：３０〜１８：００

場

所

日本福音ルーテル神水教会

■委員会報告
（ＳＡＡ

■出席報告

彌冨照皇 )

（出席・プログラム担当委員

松岡泰光 )

例会食事（カレーやピラフの時）の「ライス少なめ希望」の
カード導入について
月日

■委員会報告
（親睦・スマイル担当

緒方公一 )

１２月２９日（日）餅つきの開催時間変更について
１０時〜ではなく１１時〜になりました。
（場所：内田会員宅）

■委員会報告
（会報・雑誌担当

井村宣敏 )

ロータリーの友１２月号紹介
・右側から縦書のページ P13 左下段〜 P14 上段のページに書い
てあります、福井西 RC 中村敏雄さんの記事 ” ロータリーの将
来は ” ？が掲載されていますが、読んでみると同感するものが
あります。

会員数 出席者数

45
11 月 20 日 （免 3）
42
44
12 月 04 日 （免 3）
41
☆新 入 会
☆退
会

MU

修正出
席者数

出席率
（％）

7

37

88.10

30

31

12 月 04 日 小松野正彦
☆出席免除
11 月 20 日 住江正治 島村徹男
12 月 04 日 住江正治 島村徹男
☆欠席者（5 名）
11 月 20 日 岡本千代門
川崎直樹

・右側から縦書の P25 中段に、八代 RC 秀岳館高校 IAC（インター

志賀重人
佐野 茂

小松野正彦

今度の 100% 出席の日は

アクトクラブ）の記事が掲載されています。

75.61

渡邉一弘

山本浩之

12 月 18 日です。

・右側から縦書の P28 上から 2 段目左側に熊本菊南 RC の ” 地域
を元気にする講演会 ” が掲載されています。
・左側から横書の P8 〜 P9 に日本人の死因、第 1 位 ” がん ” を予

■スマイル
（親睦・スマイル担当

杉本整哉 )

防するために…の記事があります。P9 の上段には、がんを予
防するための新 12 ケ条が書いてあります。

◎鈴木義親 10,000 円
誕生祝いありがとうございます。

◎宮川義行

6,000 円
11 月 30 日、中津での職業奉仕研修セミナーに古田
会員と参加しました。職業奉仕について小規模で議論
できるセミナーを行う目的で開催されました。
「社会
に役立つ人間になる方法は色々ありますが、最も身近

※他人事でなく、自分の身になって予防しましょう！

−２−

ロータリーの使命
(The Mission of Rotary International)

で効果的な方法は、自分の職業の中にあります。
」という、ポール・
ハリスの言葉が心に残りました。12 月 2 日は慈愛園にお邪魔し
て、潮谷理事長と 2 人で 1 時間ほどお話しました。
「いつもお世
話になっている東南ＲＣの皆さん全員に 100 周年の招待状を出
したかったけど、他のグループとのバランスがあると言われて諦
めました。
」と言われました。家族会は長崎出張と重なり出席出
来ませんが皆様に宜しくお伝えくださいとのことでした。
◎内田信行

RC の世界的連合体である RI の使命は、
他者に奉仕し、高い倫理基準を促進し、
事業と専門職務および地域社会のリーダーの問の親睦を通じて
世界理解、親善、平和を促進することである。
第 6 章 奉仕理念の導入

5,000 円
妻の誕生祝いありがとうございます。師走に入って
寒気いよいよ厳しくなって来ました。風邪、インフ
ルエンザご用心。今月誕生日の方おめでとうござい
ます。

◎福井学

5,000 円
誕生祝いありがとうございます！朝晩がめっきり冷
え込んできましたので皆様体調にはくれぐれも用心
されてください。

◎吉田嘉昭

5,000 円
ポリオ根絶街頭募金並びに矢野会員の歓迎会に出席
できず申し訳ございませんでした。アレルギーによ

身勝手なことがいつまでも続く道理もなく、こうした行為に対す
る一般の人からの非難が日に日に高まり、ロータリアン自身から
も批判が出始めてきました。
1906 年 4 月に、ドナルド・カーター事件が起こりました。
フレデリック・トゥイード FredrickTweed が、特許弁理士ドナル
ド・カーター DonaldCarter に [ 物質的互恵 ] の特典を説明して、
シカゴ・クラブへの入会を薦めたとき、彼は職業を持って社会で
生活している以上、職業を通じて社会に貢献することが自分が存
在する証になるのであって、自分たちだけの利益にこだわって、
社会的に何もしない団体に将来性も魅力もないと述べ、入会を
断ったのです。
フレデリック・トゥイード

り体調不良を起こし、喘息状態でした。先週はほと
んど仕事もできませんでした。毎年秋に「セイタカ
アワダチソウ」等の花粉アレルギーを起こしますがこんなにひど
かったのは初めてです。多分、阿蘇山の火山灰に反応したようで
す。例会中に咳をすると思いますが、風邪ではありませんのでば

簡単に入会できないことが大きな魅力で
あり、入会を薦めれば誰しもが二つ返事
で受諾することが当然だと思われていま
したから、この入会拒否事件はシカゴ・
クラブに少なからぬショックを与えまし
たが、この事件の処理に対するフレデ

い菌をまき散らすことはありません。お詫びのスマイルです。
◎矢野敬之

5,000 円
先日は歓迎会を開催いただき誠にありがとうござい
ました。今後とも宜しくお願いします。

◎小畑成司

リック・トゥイードとポール・ハリスの
対応は極めて適切であり、その適切さが後のロータリーの発展に
つながっていきます。

2,000 円
先日、南フランスに行って参りました折、
帰りにトゥールーズという街に立ち寄り

ました。バラ色の街と称される素敵な街
で以前、青少年交換学生で受け入れたク
レアちゃんのふる里です。すみれの花が有名だそうですみれの花
のお菓子とトゥールーズ No.1 のチョコレート屋さんのチョコで
す。少しですがおやつにどうぞ。

「せっかく仲間にしてやろうと言っているのに、断るなんて失礼
だ。今後二度と声をかけない。
」俗人ならきっと、そう思ったに
違いないし、二度と彼を誘うこともなかったでしょう。
しかし、[ 物質的互恵 ] と [ 親睦 ] にのみ終始することに限界を感
じ、次の段階へのステップ・アップを考えていたポール・ハリス
は、この事件を絶好のチャンスと捉えて、直ちに、ロータリーの
在り方を転換することを決断し、定款を改正することを条件にド
ナルド・カーターに再考を促し、彼も快く入会を了承しました。

■会員卓話
（潮谷愛一

この間のいきさつを、ゴールデン・ストランドでは次のように紹
介しています。

会員 )
ロータリーの標語
(Motto of Rotary International)
超我の奉仕
(Service Above Self)
最もよく奉仕する者、最も多く報いられる
(One Proﬁts Most Who Serves Best)

それは、
1906年4.月の出来事であり、
その顛末は次の通りであった。
トゥイードは言った。
「今のところ、シカゴ・クラブには特許弁理士がいないので、ロー
タリークラブの会員になるように、カーター君に提案したいんだ
が。
」
カーターはびっくり仰天した。

−３−

「私はとても嬉しいし、興味があります。ロータリー・クラブの
ことを耳にしたことはありますが、詳しく知っているわけではあ
りません。その目的は何か教えて貰えませんか。
」

添えてクラブに提出した。彼は次のように述べている。
( トゥイードとカーターの署名入りの、1930 年頃の共同声明か
ら引用 )

トゥイードはポケットに手を入れて、まだインキが充分乾ききっ

「まったく利己的な組織は永続性がない。もしも我々がロータ

ていない、新しい定款と細則のコピーを取り出して、[ 通常社交
クラブに付随する親睦の充実 ] と書かれている条文を声を出して
読み上げた。

リークラブとして生き残り、発展することを望むならば、我々の
存在を正当化するために何ごとかをしなければならない。我々は
ある種の市民に対する奉仕をしなければならない。
この定款の改正は、われわれが市民に対する奉仕をすることが可
能になるように、シカゴ・ロータリークラブの綱領を拡大するこ
とを目的としたものである。
」

カーターは一笑に付した。
「何ていう要望なんだ！そんな権利は弁護士の辞書にも載って
いないよ。
」
カーターはその小さな書類を手に取りながら、トゥイードにとっ
てはかなりの時間、それを検討していた。やっと、カーターは口
を開いたが、今や微笑みは消えていた。

彼が真伨な態度で、そのような衝撃的な行動にでたので、この改
正案は採用され、定款と細則の改訂版として 1907 年に出版され
ることが実現した。
【GoldenStrand---OrenArnold--- 田中毅訳】
これを契機に、シカゴ・クラブの定款に対社会的な行動に関する
項目が付け加えられ、始めて、原始ロータリーに奉仕という概念
が芽生えることになります。

「ブレッド、私が会員にならないことだけは、確かです。
」
「どうして ?」
トゥイードは驚いたそぶりを見せた。
「一般的傾向として、会員以外の人々に、何か利益になるよう
なことをするならば、そのようなクラブは大きな将来性を持って
います。
」

< シカゴ・クラブ定款 >
1. 本クラブ会員の事業上の利益の増大
2. 通常社交クラブに付随する親睦およびその他の特に必要と思わ
れる事項の推進
3. シカゴ市の最大の利益を推進し、シカゴ市民としての誇りと忠
誠心を市民の間に広める
(1907 年改正シカゴ・クラブ )

彼は目を伏せるようにして思案し、再び、書類を見つめた。ブレッ
ドは眉間に深く皺をよせていた。それは、まさにかつて見たこと
がない別の頭脳が作り上げたような、まったく新しい考え方で
あった。ドンはつけ加えた。

■点鐘
「あなたのクラブは何らかの市民に対する奉仕をすべきだと思
います。
」

編集者

井村宣敏

しばしの沈黙に続いて、ブレッドはゆっくりうなずいた。
「あなたは新しい考えを持っていのに、それをどうするかを考
えていない。ドン、なぜクラブに入らないの。そうすれば、我々
が歩もうとしている方向に添って、定款を改正することができる
のに。
」
それは当を得た提案であった。

■今後の予定

「私もそうしたいので、よく考えさせてください。
」
1 ケ月後、カーターは入会した。そして直ちに、ドンとトゥイー
ドはクラブの進むべき道について話し合った。ドンはロータリー
のために、将来の綱領第 3 条に思いを馳せた。

01 月 07（火）

熊本市域ＲＣ新春合

熊本県

ＡＮＡクラウンプラザホテル熊

同例会

熊本市

本ニュースカイ（29 名）

01 月
01 月 25（土） 職業奉仕セミナー
八代北ＲＣ

彼の手書きの条文は次の通りであった。

02 月 01（土） 創立 50 周年記念式
典・祝賀会
熊本江南ＲＣ

02 月

「シカゴ市の最大の利益を推進し、シカゴ市民としての誇りと
忠誠心を市民の間に広める。
」

02 月 08（土

創立 50 周年記念式
典・祝賀会

彼らはそれをタイプで打ち、カーターは印象的な短いスピーチを

−４−

大分県
大分市
熊本県
八代市

ホルトホール大分

八代ホワイトパレス

熊本県

ニューオータニホテルズ

熊本市

ザ・ニューホテル熊本

