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職業奉仕～
それをあなたの仕事にしよう

色雲＝瞳

￣ 

Vocationalservice-makeityourbusiness 
■■、

Ｒ｜会長ジェームスＬ,レイシー JamesLoLacy，PrcsidentR,Ｌ 

2Ｗ灘llii鋒ii#ｉ;１１翻麓鮭,lii｝
fIIl規範を主Ⅱl}したことは注[1に他するもので

す。当時は、就業規則や取り|公正の原則を定

めた法律がなかったため、従業11や顧客の弱

みにつけ込むｲﾄﾞ業経営詩が多くいました。ロ

ータリーは、会11の私生iiYiはもちろん職業｣：

の生活においても高度な倫刃lﾘ戯|(iを確立する

ことに指導的役#'1を果たしたのです。

各クラブのレベルではややもすると兄過ご

されがちなものではあるのですが、この第２

の奉仕部Ｗ１はロータリー桁ｉｌｌｌにとって不可分

のものであると、私は信じてまいりました。

llMi場が大変航を遂げたことを催えれば、今|｜

の社会におけるlllill業奉仕の役ﾘﾉ１１はこれまで以

上に重大なものとなっています。

群者たちの将来に対して、大いなる右削性を

もたらす分U1Pなのです。

職業準１１:)１１１Mであるl0jjは、この準【1:分野

に焦点を､Iiてる理想的なⅡ斜９１です。みなさん

がその１１搬を達成し、夢をｿﾐﾘJするために下

にしてきたのとlTiに機会を、ほかの人たちに

も提供すあことを確約しようではありません

か。実業界あるいは専FII職の指導者としての

ロータリアンは、機会に恵まれない人たちに

便宜を艇供したり、職業ガイダンスや就IlI1を

求める人たちにすぐれたuカバを9.えることの戸、
できる、絶好の立場にいます。

職業｣二のlili会を提供し、ｌｌｉｉ能を向｣２きせ、

職場に総l)を１１ﾐぎ込むことをあなたの'１:ｌｉに

しようではありませんか。それは立派なビジ

ネス以１２のものです－それによって、あな

たの地域社会を強化するだけでなく、仙人と

してまたlM1堆人としてのあなたに恩恵をもた

らすでしょう。

私自身、災年にわたるロータリー奉仕のＩＩ１

で、ｉ化界''１における傑Ⅱ)した職業奉仕プロジ

ェクトを数多く目にしてきました。それらの

職業奉仕プロジェクトの実施ということに

なると、ロータリアンは、ノ,上水的理解ないし

は明確な方lf1''11を欠いているように見受けc，

れます。しかしながらこの臓堆奉仕は、１１上界

'１Jの数え切れないほどの人たちの将来、とり

わけ就職先やキャリア・アップを求めている
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ロータリーの夢を

追い続けよう
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「

やｌｉ染IilllIiiには1tが与えられます。

以上の'1《例は、若者が職業を定めその将来

を形作るのに際して、ロータリアンが生illiに

わたる彩騨力を及ぼすことができることを例

証するものです｡あなたのクラブが1,000人の

学'１§に対する就職説明会を支援するにしても、

あるいはあなた[]身が単にだれかに職堆上の

アドバイスをひえるにしても、それでもって

ある人の人生におおきな影粋を及ぼすことが

で､きるのです⑪

プロジェクトは、起堆家柿illIやIiU造性そして

生涯待ち続けることになる１１A１人というものに

対する誇りなどを、’''１〔え１．１．けるＦ助けをして

きました。だれかほかの人がその夢を実現す

るのを手助けすることで、まさしくあなたは

「ロータリーの夢を追い続けよう」が可能に

駈るのです。

＊インドネシアのジャカルタＲＣとロータ

ーアクトクラブは、ホームレスの子供たちが

［I活できるようにと、手工渋技術の職業訓練

を提供すらワークショップをｌｌｌ発しています。

ジヤカノレタ・メンテンＲＣとオランダのデル

枳冨フト･ｺﾆﾝｸﾞｽﾌｪﾙﾄﾞRCがこれを支援
‘しています。

＊カナダ・ロータリーのスクール．プログ

ラムは、学校からドロップアウトする危険ＩＪｈ

の闘い生徒たちに１１槻を進めたものです。ロ

ータリアンたちは、脂潮、１１１，ｷﾞ、就職案内を

行っています。

＊オーストラリアでは､令lIilのクラブが｢ラ

イプワイヤ（活Ilill家）作I1iLJに従｣ＩＦしていま

す。これは、若者たちが1(Iらベンチャー．ビ

ジネスを創始するのを奨励するコンテストで

す。ＲＣや企業が一体となってガイダンスや

支援を提供しています。雌も優ｵLたアイデア

このように、ビジネスとは利益をｋげろＦ

段以上のものであるということを示すことで、

｢ロータリーの夢を追い続けよう」ではあり

ませんか。ビジネスとはまた、ｉｔ'1Fを111行し、

職務を珈派に来たすことで、ほかの人たちの

jklil1iをｊ１Ｉｌかにすることでもあるのです。これ

が、」'111Ｗされることの少なかったロータリー

の一W1llI1lである職業奉仕の兵の戯IL1tなのです。

（ＲＩＩｌ途i1drlF）

iＭ 
ジェームスＬ・レイシ-

1998-99《ﾄﾞ庇Ｒｌ会及

増平成10年10月号



’ 職業。奉仕。四つのテスト

ＲＩ職業奉仕露Ll会

姿、渡辺好政（兄川）

1905年、ポール・ハリスは、３人の職業の

迷う者たちに呼びかけ、ロータリーを(ill始し

ました。

はじめは、助け合いを強調しておりました

が、しだいに、「1己の職業のよって立つ地域

社会とのかかわりあいの中から､「自己の職業

を通じて社会に仕えろ、貢献することを１１脂

す」ようになりました。これが、英語でいう

鰹service慨であり、「恭仕｣と訳されているので

す。つまり、職業率Ⅱ:とは、ロータリアンー

人ひとりの職業そのもので黍１１:をすることで

あり、自己のTmF業所の継続、あわせて、その

雌新であります。つぶしてはならないのです。

適正蘇りiIMを得て、，}〈業所がよくなることで、

取引関係もよくし、Ｍｎ窓にもilMi足を与え、地

域社会に笈畝することです。無料奉仕や|iii端

な削引行為などは、職業素｛｣:とは考えらｵLな

いものであり、これは職業に1Ｎ逃した社会準

Ⅱ:の一端とみなされます。
ｉＭ 

1987年のＲＩ埋了ｌｉ会|よ「職業泰１１:は、ロー

タリークラブと会L1Wj方の寅務である」との

)171ﾘJをＩＩＬました。６１Y勝は、この声明には、

職業訓練を必要とする地域社会のニーズに対

応するといった社会的行鎧も存在しており、

ＲＩが、決して、ロータリアンIih1人の]IMI瀧猴

１tを軽んじたわけではないとろけえております.

ご案内のように、ロータリーでの職業雅|こ

の原語は､VocationalSewiceであります。''卿手

続要覧曇（1995年版）をみますと、rVocaIion

(職業）という言葉は、⑪定職regularemploy-

ment、稼業calling、:'1F業business、専Ｉｊ１]'11勝

６ 

profession、あるいは堆脇foccul〕aIjon、を脂す

ものである」となっております。ロータリー

での「職業」とは、やはり、vocationで表現さ

れているように、ｉ,|,嫌から与えられた天職の門
愈ILkでありｆす。

ロータリアンは、その職業において、商い

倫珊lll:を要求されており、、己の利益のみの

追求に専念することなく、ロークリアンでな

い人々とも、それぞれの職業を鰍砿しながら、

社会に貢献し、社会の発展に寄ゲすることが

典IiIvされているのです。

それらの笈践のための規範として､｢四つの

テスト」が人切になってまいクます。舗滑は、

この「四つのテスト」の発案券であり、笑堆

家であり、ＲＩの会長を務められたハーバー

ト・テーラーのＴ我が11叙伝』をひもとくと

きは､いつも､その感IMj的な生析に深い感銘

を受けております。テーラーは、この「四つ'.、
のテスト」を掲げて、ＩＦ業に成功をおさめ、

多くの会社を再建されました。彼は、ロータ

リアンに、このテストを個人的な化活の'１１に

Ｍ=かすよう勧めています。

本年度のＲＩ職業準(l:委員会の主な活､1Jの

一つに、各地区、各クラブに対するロータリ

ー・ボランティア・プログラムの笈践要iii1lが
：+； 

あります。ちなみに、ロータリー11ｵ団の眉一

タリー・ボランティアMnljJ金は、同際レベル

においで機能しておI)談すし、ロータリアン

のみならず、財間学友やローターアクターに

もその適川が広げられています。

第2690j山Ⅸ（烏】R＿$ＭＩＬ岡Ilj）Ｐ(；
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職業奉仕月間に思う

『ロータリーの友』委瓜会

|､１１１１］岩井敏（来京京浜）

,耐い職業準仕諭に多くを学んでき談した。し

かし、それを凡体的な析動に結びつけるため

には、１１#代のニーズが何かを読みとらなけれ

ばな')ません。現ｲiﾐ、私たちがWilかれている

ｉ１:金的、経済的諸条件は、「|)qつのテスト｣や

「ロー女リーの綱領」が制定された､１１１１#とは

火きく災渥ってきております。私たちは臓史

の教lUllとして、「四つのテスト｣が爽践に生か

された愈蕊を学び、そのことを高くルド価しな

ければなりませんが、大切なことはこれらの

紋,ﾘllを今Ⅱどのように実践に結びつけるかと

いうことです。そのためには今１１の社会が、

111:芥が、私たちロータリアンにＩｉｌを求めよう

としているのか、先見性をもって統みとり、

維化Wimlに苑歴させていくことが肝要だと思

います。

ロータリアンにとって「職業礪仕」は毎日

の'１童方そのものであると1$えましょう。｢職

業分類」に雑づいて会乢がi脳戊される組織の

性格から、それは211然のことであり、またこ

れがロータリーの特徴でもあります。

仏たちは入会のとき「1Jりつのテスト」や「ロ

ータリーの綱領」を渡され、光雅ロータリア

ンからロータリーの準lIgI1ll念について教えを
瀧

受けます。そして、その↑災、例会でイニシエ

ーションスピーチの機会を!』えられます。

私は29年前、自分の業務の特徴や社会的役

別についての説1ﾘ]をするとともに、職業倫理

について話をしたことを!'u憶しております。

私にとって、イニシエーションスピーチは、

l1ilじクラブの会１１にMMI堆人としての私を知っ

てもらう以上に、「１分｢l身を1M1認するという

意味をもっておりました。

ｒ 

私はかねてから、ロータリーの職業準１１:に

おける今｢I的課題として、「地球環境保全｣と

ｒｌＩＩｉｉ雄倫理」を特に垂妥テーマとして1A1心を

よせております。この課題についての対処の

〃法にはいろいろあると思いますが、職業泰

１１:をｿﾐ雌するロータリアンの江｣鰯から、地球

環境|ＩＩＬ会１１１１題については、例えば1,1際標準化

機柵（ISO14000）への対応、職業倫理１１１１題に

ついては、例えば同業者団体等における指導

的役W11を、正しい時代認識に坐づいて果たし

ていくことの重要性について、特に関心を有

している次第です。

Ｆ葛
私たちは例会はじめ各緬の会合で、多くの

ロータリアンに会うことができます。ロータ

リーの職業分類制度のおかげで、ＩＬ１然に興業

脈の人との交際が広がります。Iiil業者|lljの交

際とは異なり大変バラエティーに1『;;｢んでいる

ので多くを学ぶことができます。しかもロー

タリーの綱領で「衿１ｺが、紫勝を並じて社会

に奉仕するために、その業務を品位あらしめ

ること」をうたっているのでなおさらです。

このようにして私たちは、「Iらの職業奉仕に

ついて、次第にロークリアンとしての姿勢を

確立していくことになります。

いままで私たちは腿れた先人や先輩の格洲
堀2750jIIIIX（｣![j;(・北マリアナiWiKb・グアム・ミクロ;i､シブ‘

パラオ）ＰＧ
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職業ボランティアの実態調査をしました
節2720地l璽荒 尾ＲＣ（熊イミ111）

当クラブでは、1997-98ｲ|:度職業奉仕委瓜会

の疋要なテーマとして、クラブ会１１による職場

ボランティアの活助についてｿﾞﾐ態調査をしまし

た。｛１１席免除会、を除く会L154人のうち48人か

ら何答がありましたが、寄付弊企や職場lﾉIWimlj

が圧倒的な比率を,!iめています（ｉｆの炎)。この

点に関しては、実行の容易さや、地域とのつな

がりの深さを糞していると思います。

また、］搬難ﾉＩＩＬイヒと社会奉仕は、Ｉﾘj快に分離で

きないところもありますが、この綱盃が、！iＩ楽

奉仕とボランティアのあり方を１V老する試金ｲﾌﾞ

となると思います。

この調究ではいろいろな'1Ｆ例帥|}てきました

が、その一MIをご紹介します。

は、】iiflMiIlillil（lｻﾞ島）で染料工場を興していま

した。安川は、行島時代、其の人IHI同士の戈の

ある交流を皿じ、巾国交改糠にも資するため、

『１１国の学21§を１１本に研学させていましたが、］'0（

後、ｎ本にＩ１１}ってきて、食べるだけで精いっぱ

いの時代に「将米の何のIIj典のためにも」と奨

学制度を私H1によってでＭｌＩｉおうとしました。

安､lは、４６ｲ１２８月には久留米１１J役所に薬学企の

寄付を１１'し{Iはした。以降、６５年まで久fWⅡｔＩｌｊ

三光奨学fjr災会として継続されました。

一方、化学'1Ｆ業を56K19から荒尾ｉ１ｒで始め、５９

年から荒尼,１７育英会が発足．以来、３９年１１１１継統

しています。ＪＭＩ義で約180人の鍵学生が巣立

ち、大学に進学したり、火社会で活躯していま

す。このような搬告を受けるとき、少しで６社

会のお役に立てた、という艀びが私たちの企業

にはあります。

安１１１は「税金を払うことを秘祥に感じる会社

にしたい」と、総々私たち社Llに話していまし

た。職業を皿じ、企業を上台として社会に恭仕
冬了店

しようとする亥111の理念が、社｣lとの心の絆'二

もなっているようにも感じます。

小岱山バト□－ル

匂

《三一塁盲光一一一

三光鮒甜ｲｶﾞ】K締役城康彌

三光㈱の発足は、1946年６)Iにさかのぼり談

す。創始者である安田理雄（魂取締役相談役）

ボランティア項目｜件数((1$)|Jni111j(%)1分郷|j(%）

自然環境llILI通’１４１４．１４.］
点､

福祉咲療１２８１８．２福

赤い羽根１２１１６．．１祉
小岱焼末安謝窯元末安英介

小岱山は、熊本県で初めて』し立公風になった

山ですが、その林道脇に不法投棄されたゴミが

大仕にあり化析川水にも不安が１１{てきました。

また、シンナーなどを吸うIOjL少年たちを見かけ

ることもあり、環境悪化が心配されます。

先述が残してくれた141然を次の11ｔ代に残すこ

とが、今生きている自分たちがやらねば、との

思いで組撤したのがパトロール隊です。地元の

消防団１１をrIJ心に地域の人々、協力企業４社が

参加しています。

活動はjJ11iT1（当面）のゴミ収集で、約30人

の参hI1があります。月１ＭのlMIillll会議には、脇

１９９８ＶＯＬ４６ＮＯ－１０ 

2３－１ 
雁 献 １１１１１２］１６－１ 

旅 赤卜字１９１２．７

文化スポーツ’１４１４．１１４－１

凹際 同隙間係５１１．４
２．７ 

幽瞭 ユニセフ４１１．３

舷寄付３２９．３帯

地元寄付１６７１１９．６付
3６．５ 

寡 uｌ 手’１８５．３

命 テレホンカード８１２．３

職場内 職場内活動１５１１１`1.Ｇ
29.15 

活動 地元支援１５０１１４．６

合 ,１１．’3421100.0100.0 

Bi 

ボランティア項月 件数((1$） 1m［ llj(%】 '分類比(%）

自然環境|ＩＩＬ趣 1４ 4．１ ４．１ 

福祉医療
福Ｍ;lｸ；旅

赤い羽根

献血

赤ｌ‐字

2８ 

2１ 

2１ 

8.2 

6..1 

6.1 

2.7 

2３．１ 

文化スポーツ 1４ 4.1 ４．１ 

国際

関係

同隙間係

ユニセフ

1.4 

1.3 
２．７ 

寄付募金
一般寄付

地元寄付

切手

テレホンカード

3２ 

6７ 

1８ 

８ 

9.3 

9.6 

５．３ 

2.3 

3６．５ 

職場内

活勅

職場lﾉl活動

地元支援

5１ 

5０ 

`1.9 

4.6 
2９．５ 

合１１１． 342 1（ ).0 100.0 

８ 
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力企業‘/H席し、作業日礎などを決めます。ま

た、１ｶﾉﾘを１～1011,11～20ｐ、２１～)]米と

３地区（府本、樅企【11）に分け、小岱山パト

ロールを行います。

今後は縦てられない環境をつくること、クイ

打ちと縦Ｉｊｊなどを,１１画しています。

ウオークラリーヘの協力参加

は１泊して参加する場合もあります。コースは、

５１，１，１０kmなどいくつかありますが、１０kmに参

加しています。

生涯教育・リフレッシュ教育関連講座

（『ﾄﾞﾘ'】鶏葡等UHii1学校1如超山藤馨

イｊｌﾘj商w〔では、当佼のＭｊｌｌｕＩにi(}って、地域の

人々に公1ⅡliMwN:を提供していろ。iili年度に,1,,(,,；

した撫座は以下の通り。

．やさしい化学実験iilIl1i（中学１１：２０人）

・インターネットにチャレンジ（１１J学生20人）

．}１７り紙建築の製作(小学生高学年．１１$学生２０人）

・アマチュアのための楽しいビデオ識座

（一般成人者30人）

・インターネット人IMI（一般社会人20人）

．速くて近いインドと１１本（一般成人蒋20人）

野川整形外科雁腕隣災野川勉

10年iiiまでは、身障者｢１１心のウォークラリー

があり参加していたのですが、現在は一般参jI1

となって、ほとんど』旗いすの人は参加していま

せん。T11院の人工透析忠材さんは、身lMt牡１級

の内部Iliiri噌者ですが、毎年、臓貝ともどもこの

ラリーに参加しています。黄1iLの経い人もいま

すが、（luL1：噸進のために参加しています。111Fに

行

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄホームページで
職業奉仕ﾌｫｰﾗﾑを開催中

ｌＩｆｌ１#の応急対簸物査および対簸チームがあり

天候符報発令時に2411fIlII待機していろ」と,'；

いています。

このように、会、がさまざま齢げえとｿﾐ脳

1F例をホームページ｣二で述べていますので、

ぜひアクセスいただいて、皆槌のお考えを私

IHOのホームページの職業フォーラムにお寄

せください。お寄せいただいたご愈兄は、ホ

ームページ|:で11M髭できます。

また世界のロークリアンから寄せていただ

いた、さまざまな考えを６とに、今月、クラ

ブでllMi業奉仕フォーラムを冊({Mすら予定です。

パ(l1iiMf『Ｉ１ＲＣ職業料k愛し'｣と砂山懇一

京illWf中ＲＣ職業奉仕委LL会では、今年度

の活１W方針として、会１１の職業泰(1:へのＪＷＷ

を深めることを掲げました。

会１１が職業奉化をどのように理解し実践し

ているかを知ることが、ＩＭＩ業奉仕をｼけえ戒ず

機会になるのではないかと思い、会乢の職業

奉仕の突践を細Ｔｌfし、このi澗盃結埖をまとめ、

インターネットホームページに禍〕|,Rしていま

す。私たち京都浴『ｉ１ＲＣ会11の職業恭仕活助

の内容を、１１上界のロータリアンに凡てもらい、

活発な怠兄交換ができればとの思いからです鳴

爽|巌にご覧いただければお分かりになると

思いますが、会11の職業雁仕へのＪＷＷと突跳

も多岐にわたっています。ある会LLは「良い

素材を使っておいしいものを作り遮il2な価格

でお窓搬に提供しています。仕７１iに１Ｍ[を'1,1

ち、滅文に行Iijjし、働くものの生活レベルを

高めるように努めています」と述べています。

また、ある土木工TIF亦業の全１１は「社内に災

「急

｡患9蝋閣議Ｉ■■▲」ＬＬ、

D･P■｡_三五_■■■■=▲■ｒ■■で守守｡で＝■■の己

■コーニゲ■￣二 ､＆ｑﾄ凸一の￣三一

ゴームムーnLIh世Ⅱ【屯一ⅡＩ

PJqn「￣
ロ■且Ｈ

「匠寿嘉示一」
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□ 

岸■ヨ
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東南アジア経済視察団
会１１企業の海外工場を訪１１１１

旭川ｊｌＬ石田祐一

BIiクラブでは、4足年２月2211から７H1ll1にわ

たり、來南アジア維済祝祭ﾄ１１として10人が、会

11企業の海外l2jﾙのIibIlllをｺﾞﾐl1ilりとして、マレ

ーシアとベトナムへの研修旅行を行いました。

蕊
uW5iR 

im11ilLI 
M,NＭＩ 

醸隆

j蕊Ｉ 

1銭篭！職場訪問 Ｉ 

鑑1Ｋ
■￣ 

露‘
例■朝

1989年、ＮＡＳＡ（アメリカ介衆1H1航空学ｉ１ｉ

１ｈｊ）が1)H発した,nJ性能フィルター)U不織布とい

う莱材を使い、１萸族)11品をつくるという独創的

分野で業統を伸ばす、日本メデイカルプロダク

ツ㈱が、）u)llIljに次ぐ第２の！Ｉ;雌拠点をマレー

シアに移し、１Ｈ１境を超えて企堆収略を腿1WIして

おります。

１１１社は、灰縦川ガウンやマスク哩品のトップ

メーカーで、１１１Ｗにライバル企推は(Ｍ２しませ

ん。日本全体が不況にあえいでいる今も、Ｉﾘ安

が幸いして収益を伸ばしております。そんなス

ケールの大きな企業が旭川から行っていること

を知る人は葱外に少ないのですが、私たちのク

ラブ会几からなる』〔南アジア維済祝祭[ｌ１－行は，

工鴫の紹介を受け（写真上)、エ期内を視察（写真下）

そのマレーシアI:場を【iljl(}Ｌ鼓した。

日本メディカルプロダクツ(119の山本侭〃卜1:災

が、私たち旭川』〔ＲＣの会ししでありますので、

拠察は、１コータリー活､"の一つであるｲＩ１７ｆｊ１ｌＷ１１

を深めるための職場訪ｌｌ１]の－１Ｍとして企IIIiiされ

たものです。

一行は、製造工礎を兄学し、輸出先やfik近の

紫統などのI1jAIﾘ｣を受けました。１２場で働く多11Ｉ

僻の従難几、（Ｍ:の追随を,１１:巻ない型,1,11クオリ

ティーの側iさ、Ⅱ木だけでなくアメリカやヨー

ロッパにまで広がる市場仁視察ﾄ】は驚嘆し、企

業のスケールの大きさをＷ,蝿識しました。

同社のポリシーは次の辿りです。

（１）ｌ<fiiM(IYiとして1Mn群の要fiYに合致するqMlM

を供給すること。

（２）医恢ﾄｲ料として完ぺきな製品を競争力あ

る価格で供籍すること。

（３）社L1の牧育と品質l{'１１２にたゆまぬ努力を

すること。

ｌ９９８ＶＯＬ４６ＮＯ－ｌＯ 

戸、
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１｢１１社は、ノlUJllが第１の故郷であり、マレーシ

アが第２の故郷ですが、近い将米、第３の故郷

へと脚１Ｍしていく感触を得ました⑤

例
会
で
団
長
が
あ
い
さ
つ

クアラルンプールＲＣ訪匿

私たちの一行は、マレーシアの竹部で、一諦

大きく伝統あるクアラルンプールＲＣの例会に、

おそろいのブレザーを糠てｌＭｉＶしました。ｌｉｉＩＲ

Ｃは、第3300地区に所ＩＩＪ｛し、会11は118人です。

例会は、１２時30分から各1,1食,ＩＦをして、111ギ

ダ

に点簸されます。ロータリーソングから始まり、

プログラムは【|:lLlill１ｹＩｌｉ１をiW化して２時に終J‐

しました。例会は、大変|iﾙﾑ(な券''１１文(に終始し、

私たちを歓迎してくださいました。

ｌｌｉｌＲＣは、1928（l2il立で、今fl:70131ｲi二を迎え

られる地区のリーダー的クラブであります。従

い畠して、ガバナーを－稀多く出しています。

、liクラブとしては、１０人そろって海外での例

会ii〃問は初めての織験ですが、大変感銘を深く

し、忘れiULRn思いlllの１ページとなりました。

（輔2500jIhlX．l上榔Ｈ１）

行 瓢 Ｏ 

⑨’''1勝､凧''‘@
銅汀Ｐ

W1AXY崎u

LAU2“１ 
８可Egg

』
口

■ 

Ｄ 
Ｉ 

Ｂ 
Ｆ 

／ 

昭
□

￣■ 

例
会
退
に
て

P〃

ある曰ある時小さな親切 石井浩氏（館IlliW防堺勤務）－１１１㎡'二９)]の

行瓜の時、強叫でj1Z1脆な状態に６か力､わらず
ニガIgIb

芯な勾配の雌腿に上り、２１jMr家で{よがれて飛

んでいきそうなトタン屋M↓を鯵J111し、自分の

化ＩＦをまっとうした。

天野童彦氏（安〃水産高122勤務）－長年に

わたＩ)'雅化の教行と生活}什導で、すばらしい

ﾌﾐ紙を残している。インクーアクト活動に災

い'１１１、指猟的立ｊｉﾙで従而|ルており生徒の(('''１（

６１￥〈、大変慕われている。

安田由香氏（東武銑iii勤務）－１ＭG1iiiのあ

わただしい''1を払い膿しの窓ｎまで案内して

くれるサービスｒＩＷＩｌｌと社乢牧行がすばらしく、

そIILを祉瓜力戦1場でﾌﾐ銭していることに感llih

した。

草間保子氏（ダスキン勤扮）－門蝋ｈいが

ていねいで、礼隣IＥしい外勝職貝。Ｌ陀任ある

的硴な対応をし、笄に信頼され、米IMiを楽し

みに待たれていろ。

（鋪2790地1Ｋ千紫ＩＩＬ）

｢職業準１hft」を１１Ｍる

館山ＲＣ

ｉｉｌ１山ＲＣでは「職業上で小さな帆切」をし

て｜Ⅱ手を嘘mllさせた人を、地方新1111で公募し、

その結果、例会で６人を表彰しました。

なお、受Tl昔と受frJIMlは以下のjllil)で､す．

Ｆ・

青木健一氏（小林UMr凪勤務）－接客態喚

が立派。二１．数年も変わらぬ感じよい態度を
かも『み

続けることは非ﾉLなことで、１１砿業人の鑑と思

われる。

下羽夏江氏（さくら銀行助勝）－.遇人や体

の不l当Ｉｌｉ１な方に対し、横恢的に親身になって

脱Iリル、誘導案内をしていろ。お容搬からの

{Ⅱ縦にIEI的に合わせた商,VlljZIﾘjで、イf利な溢

金迎用を考えてくれろ。職場のチャリティー

迦吻に獄恢的に活肋していろ。

平成l011ZlO月号
刀
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