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四つのテスト ＜＜＜～言行はｋこれに照らしてから～
１．真実かどうか
３．行為と友情を深めるか
２．みんなに公平か
４．みんなのためになるかどうか

■幹事報告

■例会予定
<本日＞

■茂宮幹事

職業奉仕月間
＊＊＊

第２３９８回

（２０１８年１月１７日）

例会報告

＊＊＊

■例会プログラム

■ニコニコの趣旨

司
会 ：富田真理子
開 会 点 鐘 ：宮城副会長
ｹﾞｽﾄ･ﾋﾞｼﾞﾀｰ紹介 ：新垣 真由美
斉
唱 ：奉仕の理想・四つのテスト
ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ ：許田 英子
ｴｺ思想推進宣言 ：吉田 明正
副 会 長 挨 拶 ：宮城 富夫
幹 事 報 告 ：茂宮 隆次
委 員 会 報 告 ：柏田 吉美、東江 繁子
ﾆｺﾆｺＢＯＸ ：新垣 義夫
出 席 報 告 ：伊禮 文雄
閉 会 点 鐘 ：宮城副会長

■今年もよろしくお願いします。
（山里 将）

■ｹﾞｽﾄ･ﾋﾞｼﾞﾀｰ紹介

新垣真由美会員

☆ゲスト
・比嘉虹水様（宮城富夫会員紹介）
★ビジター
・緑間禎様（那覇東ＲＣ）
・徳物葉子様（札幌はまなすＲＣ）
・徳物文雄様（札幌北ＲＣ）
・山里将様（浦添ＲＣ）

■副会長挨拶
■宮城副会長

■極寒の北海道から暖かい沖縄に来て楽しく生
活をしています。本年も宜しくお願い致しま
す。（徳物 文雄）
■緑間さんの卓話を多くのロータリアンに聞い
て頂く為に再度会員にＦＡＸをし動員をかけま
した。今後のご活躍を期待しています。
（柏田 吉美）

【幹事報告】
①防犯セミナーのご案内（沖縄防衛局）
②地区ワイン会ＩＮ沖縄開催のご案内
③第23回日本青少年交換研究会・千葉会議
「青少年交換プログラムセミナー」のご案内
④ロータリー国際囲碁大会開催のご案内
⑤ハイライトよねやま214号のご案内

■報告

■緑間講師、ためになる職業奉仕講話ありがと
うございました。（宮城 富夫）
■緑間さんのお父さんを学士会で度々お会いして中
国のお話を楽しく聞きました。お元気ですか？許田
からよろしくとお伝え下さい。
ご講演ありがとうございます。（許田英子）

■緑間禎氏の本日の卓話どうも有難度う御座いま
す。いづれお世話になりますので宜しくお願い致
します。（比嘉 盛吉、茂宮 隆次）
■緑間さんの「生業としての基本」卓話ありが
とうございました。僕も「いし」大好きです。
生業に対しての心のイシを感じました。
（新垣 義夫）

山里将氏

浦添ＲＣ

あけましておめでとうございます。ロータリーの新
しい入門書の72～74Ｐを抜粋し3年未満の新会員
の皆様へコピーをお渡ししました。本日の卓話、緑
間さんとの事で楽しみにしております。

前回累計
¥334,000
¥24,740
¥11,000
¥791
第2398回
累
計
¥345,000
¥25,531
《1月ロータリー為替レート ＄１＝￥114》

■出席報告

皆さんこんにちは。本日は職業奉仕月間に因
んでの卓話、那覇東ＲＣの緑間禎さんをお招
きしております。ロータリー変化をもたらす
という意味で、先ほどの親睦の握手につい
て、３年程前から那覇東ＲＣ方式で行ってい
ます。今では板についております。そういう
風に良いことは取り入れて良いかと思いま
す。ロータリーで一番難しいのは、この職業
奉仕です。ロータリーで分かりにくいが職業
奉仕、しかしながらロータリーの出発点も職
業奉仕です。異業種会社が持ち回りで会合を
開きましょうというのが原点になっておりま
す。本日は緑間さん難しい職業奉仕の卓話宜
しくお願い致します。
さて、お話は変わりますが、緑間社長の沖縄
関ヶ原石材が６０周年を迎えられたとの事で
記念品を頂きました。皆さんにお持ち帰り頂
きたいと思います。

出席報告
前回
今回
例会NO.
2397
2398
1月10日 1月17日
例会日
会員数
34
34
出席者数
21
18
出席免除者欠席数
3
3
31
31
算定用会員数
出席率
67.74% 58.06%
一般会員
2
1
メーク
アップ
0
0
免除会員
訂正出席者数
22
20
訂正算定分母
31
31
訂正出席率
70.97% 64.52%
【メークアップ1/10算入】
1/21浦添ＲＣ例会出席 白間弘造会員
【メークアップ1/17算入】
1/15那覇南ＲＣ例会出席 池田彩織会員
〃
平仲絢子会員

柏田吉美直前会長
山城源治さんからの伝言です。
台湾の米山留学生の王さんへの宜野湾ＲＣからの香
典を妹さんに渡し線香を上げてきました。皆さんの
温情に厚く御礼申し上げます。

◆第２３９９回１月２４日（水）
卓話：新垣裕輝会員
演題：沖縄観光について
●１月３１日（水）休会
（定款第8条第1節Ｃ項適用により）
◆第２４００回２月７日（水） 理事会
卓話：諸見里安弘氏（コザＲＣ）
演題：平和と紛争予防/紛争解決月間に因んで
◆第２４０１回２月１４日（水）
卓話：浜田修氏（宜野湾警察署署長）
演題：平和と紛争予防/紛争解決月間に因んで
●２月２１日（水）休会
（地区大会振替休会）
◆第２４０２回２月２８日（水）
地区大会報告会（通常例会：ラグナ）
日台ロータリー親善会議日程表
2/28（水）～3/3（土）
2/28 （水）21:20
那覇国際線発
22:05
台湾高雄着
3/1
（木）
親善会議
18：30～20：30
懇親会
3/2
（金）08：00～
高雄市内観光
15:25
新幹線で台北へ
19：00～
圓通ＲＣ懇親会
（土）09：00～
台北市内観光
3/3
17:10
台北発空路帰国
19:45
那覇着
参加者名簿
1.宮城副会長
2.白間国際奉仕委員長
3.東江会長エレクト 4.アラルコン朝子会員
5.大城親睦委員長 6.池田彩織会員
7.平仲絢子会員 8.新垣裕輝会員

■地区・他クラブよりお知らせ
米山梅吉博物館見学バスツアーのご案内
沖縄分区ガバナー補佐

友利敏子

この度、米山財団創立50周年を記念して、2
月の地区大会終了後に、沖縄分区内会員の親
睦を兼ねました米山梅吉記念館見学バスツ
アーを企画しました。
日時；2月22日（木）9：00～16：40
行程：京王プラザホテル➡米山記念館見学➡
（昼食）うなぎ割烹御殿川➡品川駅➡羽田
（バス料金160,000円は参加者人数割）

東江繁子会長エレク
次年度の人事が内定しました。後日、打合せ会議を
持ちますので宜しくお願い致します。

【メークアップのお知らせ】
・那覇南ロータリークラブ例会
日時：1月15日（月）城間幹夫会員出席
〃 池田彩織会員、平仲絢子会員出席
・那覇南ロータリークラブ例会
日時：1月19日（金）池田彩織会員出席

卓話：生業としての基本

那覇東ＲＣ

緑間禎氏

２０１８年１月２４日（第２３９９回）

皆さん、新年あけましておめでとうございます。那覇東ＲＣ緑間でございます。本日は職業奉仕とはどういう
ものなのか？特に若い方々にポイントを１点だけお話したいと思います。ロータリーとは？更に目的・綱領に
ついてお話しします。以前は四大奉仕、今は五大奉仕になっておりますが、基本は職業奉仕だと思います。そ
の通り定款上にもありますがあえて読み上げます。「ロータリーとは、ロータリーは人道的奉仕を行いあらゆ
る職業において高度な道徳基準を守り奨励し、かつ世界における自然と平和の確立に寄与するものとする」
「実業人及び専門職業人が世界に結び合った団体がロータリーである」一番のポイントの目的を言います。
ロータリーの綱領「目的は企業の価値ある企業活動の基準とした奉仕の理念を奨励し、奉仕の機会を得る時に
は交流関係を発展させ、社会奉仕を得る時には企業と専門職が有する高い倫理基準を持ち、役立つ仕事はすべ
て価値あるものと認識し、ロータリー各々の職業を尊敬し合い、ロータリー一人一人が個人として、職業人と
して地域社会の一員として奉仕の理念を実践する」とあります。実は私は１８年間ロータリーを休んだ事があ
りません。入会時に父親から「ロータリーに入ったら絶対辞めるな」「ロータリーの基本は週１回の例会があ
るが参加できるのか君は？」と言われ、正直、生業が中国であり、東京との取引もあり心配しましたが、これ
まで１回も休んでいません。１週間に１回皆さんに会えるというワクワク感、仕事の悩みがあればそれなりに
スペシャリストがおられますから相談に乗って貰ったりと色々な事で助かっています。ロータリーの基本理念
を分かち合い、職業奉仕のポイント一つを言えば週一回は知恵が貰える。是非とも皆さんロータリーに入られ
たのであれば意識を持って例会に出席して下さい。私がロータリーアンで良かったなと思ったことを２点紹介
します。１．宜野湾市の仕事を受けた際に少し問題が発生しました。その時に宜野湾ＲＣの宮城富夫さんに相
談をした所、直ぐに宜野湾市役所に一緒に相談に行き、僅か１週間で綿密な改善策を提案して頂き、許可がお
りて無事完売しました。２．息子の結納を東京のホテル椿山荘にて執り行いました。その際にホテルの給仕の
方が、「総支配人からのシャンパンの差し入れがございます」とシャンパン２本を頂きました。その上、式を
終えての帰りには総支配人が玄関で待っておられ、お見送りまで頂きました。私は「どうしたんだろう」と
思ってましたが「小石川ロータリークラブ藤田がお世話になっております。私は総支配人の本村でございま
す。」との事でした。つまり私がロータリアンでなければ緑間って誰？私がロータリーに入っていても出席も
あまりせず、他のロータリアンとの交流もないとしたら私の存在自体知って貰えない。しかし、１８年間休ま
ず出席し、他のロータリアンと交流を深め、仕事も理解して頂き、協力を頂ける事があってこその実状です。
職業奉仕が一番の基本であり、高度な職業人が集まっているので安心できるし仕事も自然に繁栄していく事に
なると思います。さて、ここで「中小企業ー生業としての基本」という事で本題に入ります。A・沖縄関ヶ原
石材の立ち位置と方向性、日本最南端の沖縄県絶対なる位置の確認（地理的優位性）①中国福建、台湾、香港
でのルーツと亜熱帯的意識の確認②日本の中心、東京を見据えた時、２時間の移動距離範囲の確認③衣食住感
覚が近く、違和感無く身近にグローバル化を感じる社員の確認④全社員必ず出向き体験（社長の方向性共有化
の確認）B・オンリーワン企業の確立 特許の絶対性優位性の確認①会社上げ知財勉強会の対応（社員報奨金制
度）C・勝連トラバーチン（日本産）を利用した付加価値の高い商品開発D・特許を利用した付加価値の高い商
品開発①石組み構造体ー福岡県太宰府天満宮の鳥居からヒントを得て特許取得②香炉（墓）ー従来の香炉5～
70㎏を2段にして特許取得③石材墓（ひかり）ー真っ暗な墓の内部を穏やかなひかりで照らしてくれます。そ
して最後にー特許を有する企業の持続トライアングル－３方良しと言いますよね、技術良し、取引先良し、利
潤良し、その３方が会社を守っていると思っております。
私は、ロータリーに助けられ、ロータリーで自分自身切り盛りしてきました。是非皆さん、週１回例会に出席
する事が職業奉仕のベースになるという事をご理解頂きたいと思います。

２０１７－１８年度

国際ロータリー会⻑テーマ

「MAKING A DIFFRENCE」

クラブテーマ：変化をもたらす
例会場：ラグナガーデンホテル ｔｅｌ：098-897-2121
会長：永山 雄一
例会日：毎週水曜日 12：30～13：30
幹事：茂宮 隆次
事務所：宜野湾市大山2-9-25-2Ｆ
会報委員長：仲吉 サダ子
TEL：098-898-9000 FAX：098-898-0003 E-mail：info@ginowan-rc.org

職業宣言

１．自分の仕事に誇りをもつことから、職業奉仕は始まる。

