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この鳥居は明治 43 年に建立され、平成 22 年には 100 年を迎え

■点鐘

たそうです。この鳥居は細川幽斎公の没 300 年を記念して建立
され継ぎ目ない御影石で造られ、当時は西日本一の鳥居だったそ

■国歌斉唱「君が代」

うです。
一本が 14 トンありました。参道の店の人、又近所の方が割れて

■ロータリーソング「手に手つないで」
（ソングリーダー

小さくなった、かけらを持って帰っていいですかと言われ沢山の

古田哲朗 )

人が持ち帰れられていました。地域のみんなから親しまれていた
と感じさせられました。

■会長の時間
（会長

他に YMCA 裏、藤崎球場下にあたる所にシャワー施設の設置に

内田信行 )

25 トンクレーンを 2 回要望があり作業しました。

今月は、職業奉仕月間と言うことで、来週は堤会員の所に、職場

これも職業奉仕の一つだと思います。後日、熊本市役所より感謝

訪問の予定になっております。

状を頂きました。自分のした事で唯一褒められる事をしました

工場の仕事はさせて頂きましたが、完成後は一度も行った事がな
いので楽しみにしております。

■幹事報告
（幹事

中島祐爾 )

職業奉仕とは難しく理解しにくく、例えば高
齢者の方で草取り、家の管理出来ない方など、

１）

建築関係、土木関係の人が草取りとか、かた

第７回 定例理事会報告。

ずけなどの手伝いしたりするのは、職業奉仕
じゃなく、ボランティアですかね、
それとも、ちゃんと料金も頂き依頼者に喜んで貰える仕事も職業
奉仕と言えると思いますが、私も色々な仕事をして来ました。現

■ロータリー情報の時間
（ロータリー情報担当委員

志賀重人 )

在の仕事が法人化して 35 年になりますが、3 年 8 ヶ月前に初め
て熊本に歴史に残る大震災がありました。

前回は、入札は一般競争入札と指名競争入
札があると話しました。近頃は安かろう悪かろうの工事を減らす

4 月 14 日午後 9 時頃の地震の時は、街中で一人で飲んでいました。

為に予定価格を公示するようになってきました。入札には歩引と

タクシーもなく、電話も通じなくて歩いて帰ろうと思ってた所に

いうのがあって建築・防水は何１０％と鋼橋は何１０％と最低価

運良くタクシーを拾うことが出来帰ることが出来ました。

格が決められているようです。これを下回ると失格になります。
指名入札は積算全額の上から入札していきますから予算の枠内で

16 日の本震後は仕事もあまりなく、熊本市役所に電話して、私

高く取れます。町村の復旧工事で９０％台の高額で落札された工

はクレーンの仕事をしており組合の理事長しおりますのでボラン

事が話題になりました。落札業者を決める談合も有っていただろ

ティアでクレーンが必要な時は連絡くださいと市役所の方に伝え

うと噂になりました。指名入札は顔ぶれも決まっていますからど

ました。

うしても仕事が欲しい時は頼み込んでいたようです。次から次に
この方式を取っているといつまで待っても取れませんので順番制

直ぐに、東部土木センターから連絡があり水前寺成趣園、出水神

にしようという事で星取表（指名回数）が作られるようになりま

社の石の鳥居が折れて民家に倒れているので直ぐに取り除いてく

した。それでもどうしても実績を作りたいから譲ってくれという

れとの事でしたので、下見に行き民家に倒れていたのを取り除き

時はキャッチボール（やったり取ったり）をしたものです。仕事

参道を通れるようにしました。翌日出水神社から、裏の広場まで

は役所から貰うのではなく業者から貰うものだと言われていました。

移動してとの事でしたので、折れた一部で 9 トンの重さがありま
したので、翌日に 60 トンクレーンと大型トラック手元 2 人で行

私達の業界にはまだ符帳が使われていて時と場合によっては便利

きました。

−１−

でした。お金のことは「おゆ」といい１から９まで有ります。金

■出席報告

が有るから酒でも飲みに行こうかという時は今「おゆ」を持って

（出席・プログラム担当委員

松岡泰光 )

いるので「まつ」を「けずり」に行こうかと言ったものです。宮
川塗装の親方「ちゃんこ」は偉い「しかつ」ばってん志賀の「ちゃ
んこ」は「ちょっか」もんなとかです。奥さん「れいすけ」娘「え
だこ」女中さん「ごりぞう」芸者「しゃち」枕芸者「まぎれ」こ

月日

の符帳は入札の時に担当社が目の前に居る時も金額の下げ幅を

会員数 出席者数

43
01 月 07 日 （免 6）
37
43
01 月 22 日 （免 3）
40

言って落札につなげました。
外壁改修や建築物の塗装は頻度が高いので自社の社員で出来ます
が鋼橋塗装になると吊り足場が多くなりますので専門要素が高く
なります。今は丸太は使わないので足場を組み終えれば足場板の

☆出席免除
01 月 07 日

上を走っても安全です。落下防止から飛散防止のネットを張りめ

住江正治
佐野 茂
01 月 22 日 住江正治

ぐらせています。海沿いの橋は塩分を真水で洗い流し次が錆落し
ですから錆止めの多くが鉛分を含んでいるので鉛害防止のため鉛
作業主任者の免許資格者も要ります。多くは電気サンダーを使い
ますがガゼットプレートのボルトナットなどは手作業で錆落とし

☆欠席者
01 月 07 日

をします。面積の大きい樋門やゲートはサンドブラスト（砂）と
かウォーターブラスト（高圧水洗）で錆を落とすこともあります
が、サンダーブラストは使用量を前後に計り飛散させていないか

川崎直樹
白石 繁

MU

修正出
席者数

出席率
（％）

3

31

83.78

29

80.00

鷲山法雲

河岸彦治

28

32

島村徹男
志賀重人
島村徹男

鷲山法雲

潮谷愛一 山本浩之
岡本千代門

山坂哲生

厳しいチェックもあります。これが終われば錆止め、下、中塗り、

今度の 100% 出席の日は

上塗りと決まった塗布量を塗り塗膜厚検査を受け完了します。足

01 月 29 日です。

場を解く時は最新の注意が必要です。
近年は国交省九州地方整備局が全国に先がけて「匠の目インフラ」
の適性に活かすと発表して鋼橋の再塗装時に橋の強度を劣化させ

■スマイル
（親睦・スマイル担当

松岡歩紗実 )

る鋼材の亀裂や腐食は表面から見えにくいのですが塗料の染み込
み具合で亀裂や浸食などが見つかる可能性が高いのです。早く発

◎宮川義行

見できれば補修費用の軽減や橋の延命化につながり事故防止にも

6,000 円
昨日の２１日、熊本東ロータリーの例会に靖清さん
の卓話でお邪魔しました。山田会員と松岡歩紗実会
員と共に１年間５クラブを訪問。母国と日本の友好

なります。異常を見つけた業者を総合評価制度でプラス評価する
など通報がメリットになる仕組みとして誠実に仕事をする人が評
価されるようになりました。

の架け橋になってもらうための米山奨学生制度を全
てのクラブに知ってもらい受け入れを考えてもらうのが目的でし

滅多にありませんがタンク内塗装をする時は酸素欠乏有機溶剤作

た。だんだん上手になる靖清さんの卓話を聞きながら、クラブと
して彼女を応援してもらい可愛がってもらって人としても成長で
きたと彼女が皆さんに感謝してくれている事が成果だったと思い
ます。３月まで残りわずかですが最後までよろしくお願いします。

業主任技士の資格も必要です。石綿（アスベスト）を除去する時
は特定化学物質取扱や石綿取扱作業従事者の資格も要ります。近
頃は産業廃棄物管理責任者など資格が要る仕事が多くなりまし
た。ただ塗料を塗れば良いという時代ではないようです。それぞ
れの施設を管理している国交省、道路公団、県、市、町、村など
に指名願いを提出して競争入札に参加しますが総合評価制度がで
きてからは安いだけでは落札することが出来なくなり難しくなり
ました。それでも宮川、杉本会員と一緒に「塗装で明るく美しく」
をモットーにして社会のインフラ維持のため塗装で職業奉仕をし

◎内田信行 5,000 円
月・火曜日と宮崎にゴルフに行ってきました。宮崎で
フェイクニュースを作ろうと思って写メを送りまし
たが、文章と写真が合ってなくて訳の分からないのを
送ってすみませんでした。

ていきたいと思います。
◎緒方公一

■委員会報告
（青少年奉仕担当

宮川義行 )

靖清さんの最後の卓話を１月２１日、熊本東ロータリーで行いま
した。山田会員と一緒に出席、靖清さんの卓話も皆さんに好評で
した。熊本クラブ、大津クラブ、天草西クラブ、菊南クラブ、そ
して親クラブの熊本東クラブと５クラブを訪問しました。色々勉
強になりました。米山活動に対してのご協力ありがとうございま
した。

2,000 円
誕生日祝い有難う御座いました。

◎小野川善久 2,000 円
昨日から家内と娘が春節（旧正月）でハルピンに帰
りました。しばらくは独身を謳歌したいと思います。
新型ウイルスにかからないことを願っています。私
は寒さに弱いので絶対に行きません。−２０℃…死
にます。

−２−

◎松岡歩紗実 2,000 円
先週はお誕生祝いありがとうございました。ゾロ目
の年。いろいろおもしろい１年になりそうです。

◎家族会カラオケ部会 16,000 円
クリスマス家族会の二次会でカラオケをしましたがその時のへた
くそ罰金をスマイルします。

■職業奉仕委員会卓話
（職業奉仕担当委員

古田哲朗 )

かが大事で，貴方に仕事を依頼して良かっ
たと感謝してもらえる様に実感できてこそ，
職業としての倫理的向上に繋がるのではな
いかと考えます。
」
「社会に求められ必要とされる職業や企業だけが生き残ることが
できる。そんな企業の責任者として，社会に恩返しをすることが，
社会貢献であると思います。自らの職業を通して，いかに家族，
社員，取引先，社会全体への質の高い幸福を追求し，実現できる
かが職業奉仕ではないかと思います。自らの所属する業界で，ロー
タリーの４つのテストを取り入れ，業界全体の倫理的な質の向上
を，それぞれのメンバーが実践できたら素晴らしい。そしてそれ
はロータリアンしか成し遂げられないのではないかと思います。」

○職業奉仕について
「ＴＨＩＳ ＲＯＴＡＲＩＡＮ ＡＧＥ」
（ロータリーの理想と友愛）
１９３５年に，国際ロータリーから出版されたポール・ハリスの本。
この中で，ポール・ハリスは「職業奉仕」について以下のように
定義づけをしている。
（１）
「職業奉仕，すなわち各実業界及び職業界に向かって高尚な
倫理基準と理想の醸成設定を期する奉仕」
（２）
「職業奉仕−所属業界の倫理的向上に関する事項」

「私の職業奉仕。自分の職業を通じて社会に貢献する。ポール・
ハリスがロータリーを設立したときは，社会が貧困で苦しい経営
時代でした。そこで，異業種の仲間が集まり，お互いに仕事を回
し，助けあっていこう，という精神で発足したと聞いています。
しかし，現在は時代も変わり，会員同志の職業的お付き合いは少
なくなり，どちらかといえば，自分の職業を成功させ，世界が困っ
ていることへの奉仕，我が国内の困っていることに対しての奉仕，
そして，会員同志の親睦を図りながら，色々な情報を取り入れ，
自分の職業にも役立たせるという認識を持っています。
」

※ポール・ハリス語録には「ロータリアンとして掲げる理想
と規範を自分の同業組合の中に持ち込むという責任を負うこ
と」とある。

「ポール・ハリスは，「社会に役に立つ人間
になる方法はいろいろあるが，最も効果的
な方法は自分の職業の中にある。」と述べて
いますが，人間生活において，衣食住，あ
らゆる分野において分業化し職業化してい
る今日において，自己の職業において，人
のため世のために奉仕をしようとすることは極めて効果的であ

○会員の感想
「難しい内容なので，例会の中で議論できればと思います。
」
「一言で，わかりづらい訳です。もう少しわかりやすい表現はな
いものでしょうか。」
「私益は勿論ですが，仕事先に求められ喜ばれ感謝されるような
仕事する。難しです。」
「建設業界にも，外国人就労者が多数入ってきております。今後，
建設業界におきましても，多様性をもって良い環境を築いていく
ことが大切だと考えます。」
「国際ロータリーは英語です。職業奉仕の英
語は，Ｖｏｃａｔｉｏｎです。この意味は，
他の職業の英語とはちがうことを強調して
ください。「高尚な倫理基準と理想の醸成」
のことです。
」
「職業奉仕は，クラブや団体で行うものではなく，個人が仕事（職
業）を通して行う奉仕であると思う。よって，
仕事をして自分（会
社）も利益を得ながら，他人のためになることをするので，高尚
な倫理基準をもってやるのが当然である。いいかげんな仕事，ご
まかしの仕事で利益を得て奉仕してはならない，と思う (^̲^)」
「私が想う職業奉仕とは，自分の職業を通じて顧客へのサービス
でありサービスの方法，仕方をどうするかが重点であると思いま
す。お客様，顧客様，取引業者に対して如何に満足してもらえる

り，ロータリーの奉仕に対する基本理念である。ロータリーが他
の奉仕団体と一線を画する所以は，この職業奉仕の基本理念であ
ると考える。しかしながら，近年のロータリーの重点的な啓発の
方向は，職業奉仕ではなく，他の奉仕活動に重点が置かれている
ように思われる。
「ロータリーの奉仕の原点は，己の職業を通し
て実践することである」というロータリーの基本理念を果たして
何人のロータリアンが自覚し，実行しているのか疑問である。地
区における職業奉仕の基本理念の指導を切望する。
」
○まとめ
①ポール・ハリスが職業奉仕をどう定義づけしていたのかを知る
②職業奉仕をクラブで議論する機会
〜自らの職業を通した社会貢献例（実践例）等の発表
③世界へ発信する

■点鐘

−３−

編集者

沼田敏雄

進路指導

■今後の予定
職業奉仕セミナー

大分県

高校生は、自分にあった職業ス
キルを開発していけるよう、さ
まざまな雇用機会について学ぶ
必要がありました。そこで、チェ

ホルトホール大分

大分市

01 月 25（土）
宮川義行、前田日出夫

ンナイの学校で学ぶ 2,000 人近
くの学生を対象に、大規模な進
路指導プログラムを実施しまし
た。NGO や政府機関など、さまざまな業界から専門家を招いて
授業を行い、質疑応答セッションも設けました。また、生徒たち
が各自で企業側と連絡を継続できるよう、コース内容と連絡先を

01 月

01 月 25（土）

2019 〜 2020 年度

大分県

ホルトホール大分 /

RLI パートⅠ

大分市

レンブラントホテル

松本一也
八代北ＲＣ
02 月 01（土） 創立 50 周年記念式
典・祝賀会

02 月 01（土）

熊本県

八代ホワイトパレス

八代市

地区補助金管理

熊本県

セミナー

熊本市

まとめた冊子を配布しました。
これに加えて、地元の学校、特にインターアクトクラブがある学
校での支援をクラブに奨励し、多くのクラブが貧困家庭の生徒た
ちが通う学校で進路指導を行いました。新世代に適切な職業を選
択するための知識を身につけることは、職業奉仕の重要な要素と

アスパル富合

松本一也、村瀬直久
熊本江南ＲＣ
02 月 08（土） 創立 50 周年記念式
典・祝賀会

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

なります。

内田信行、中島祐爾、松本一也、吉田嘉昭、古庄浩二、福井学、堀内健太郎、松本繁、
02 月

緊急事態のスキル訓練
スキル開発も職業奉仕となりま
す。私は、すべてのスキルが必ず
しも金銭報酬につながる必要はな
いと思います。例えば緊急医療事
態に対応するスキルなど、金銭で
は測れないインパクトをもたらし
ます。世界最大のローターアクト

前田日出夫、宮川義行、小畑成司、白木誠一、杉本整哉

02 月 21（金）

熊本第３グループ

熊本県

ＡＮＡクラウンプラザホテル

ＩＭ

熊本市

熊本ニュースカイ

大分県

大分県消費生活・男女共同参画

大分市

プラザ「アイネス」

02 月 23（日） 国際奉仕のつどい

02 月 29（土）

会長エレクト研修

熊本県

セミナー

熊本市

コミュニティを誇る当地区では、1,000 名のローターアクターを
訓練することを目標としました。そこで地元 NGO と連携し、昨
年度に 500 名のローターアクターのスキル向上を支援できました。
これは次年度も継続します。訓練を受けたローターアクターは、

熊本ホテルキャッスル

03 月 01（日）
松本一也

----------------------------------------------------------------------------------------------私の地区の職業奉仕
投稿日 : 1 月 17,/2020
By Ganesan K（インド、第 3230 地
区職業奉仕委員長）
私は地区職業奉仕委員長として、地
区全体で職業奉仕を促すためのイニ
シアチブに取り組みました。職業奉
仕は誠実に働き、専門知識を生かし
て社会の問題やニーズに取り組むことを全会員に求めています。
そこで私は、就職説明会、職業指導セッション、ローターアクター
のスキル研修を支援し、職業奉仕の資金を集めるために地元の企
業と協力しました。
以下に私の地区における職業奉仕の取り組みをご紹介します。
就職フェア
不況による高い失業率が懸念され、就職説明会の開催が必要とな
りました。私たちは、就職フェアの運営に精通している地元企業

独自の ID カードと救急キットを受け、認定ボランティアとなる
ことができました。ボランティアは、緊急時に携帯アプリを通じ
てメッセージを送受信できるようにネットワーク化されており、
年中無休で 24 時間電話で対応できます。
CSR：地元企業とのパートナーシップ
多国籍企業である Technip India 社と協力し、CSR（企業の社会
的責任）の枠組みでロータリープロジェクトへの寄付を促進し、
企業からの約 21,000 ドルの資金調達に成功しました。これら
の資金は、ロータリークラブの支援プロジェクトから発展した
Karna Vidya Technology Centre（KVTC）の支援に充てられました。
KVTC では、視覚障碍者のための IT スキル指導を行っています。
私はまた、第 3230 地区ガバナー補佐の一人として、視覚障害の
ある大学生のための Dhrishti ローターアクトクラブ設立を支援
しました。KVTC の受益者の多くがこのクラブのメンバーです。
KVTC はこれまでに約 3500 名にスキル指導を行っており、その
うち約 200 名は就職関連のスキル開発のための特別教育を受け
ています。すでに約 90 名が就職しています。

と提携し、地区内すべてのロータリークラブに就職説明会を実施
するよう奨励しました。クラブを通じた多数のロータリアンが、
この職業奉仕プロジェクトに協力しました。最低でも 2,000 名の
求職者が雇用先とのつながりを築けることを目標としました。そ
の結果、地区全体の努力により、3,270 名の求職者がフェアに出
席し、1,590 件の求人が寄せられました。
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私はこれからも地区やクラブと協力
して、職業奉仕を通じて地域社会に
奉仕できることを楽しみにしていま
す。
※ロータリーボイスより

