
： 例 会 日： 木曜日

： 午後 12:30開会

： 会.....場：　ベルヴィ アイトピア　

第２３００回 第 四 十 一 回 例会 （2013年 5月9日）

★ 点鐘 ★ 幹事報告... ... ....境野登章幹事

★ ロータリーソング斉唱. 我等の生業 ★ 委員会報告

★ 四つのテスト唱和 ★ 本日の卓話　　倉持好二郎会員

★ 来訪者紹介.....　 　古沢勇治会長 ★ 出席奨励・スマイル委員会

★ 会長の時間.....　　古沢勇治会長 ★ 点鐘......　　 古沢勇治会長

★ 点 鐘 　　　　　　　　　ロータリーソング斉唱　　 　　　　　

★ 来 訪 者 紹 介　 古沢勇治会長
本日の来訪者は、国際ロータリー第2570地区鈴木秀憲ガバ

ナーをお迎えしております。どうぞよろしくお願い致します。

★ 会 長 の 時 間　 古沢勇治会長

　皆様、今日は！　本日は第2300回例会に大勢の皆様のご

出席を頂き、大変有難うございます。先週は地区協議会の報

告例会で、福島会長エレクトを始め、参加した皆様の感想を

交えた報告をお聞きしました。次年度は、ある意味大変でしょ

うが、果たしてどうなるんだろうという興味も湧いてきて、けっこう

面白そう、と思っている人も多いような気がします。ガバナーの

前で言うことではないですね。どうも失礼しました。

　さて本日の例会プログラムですが、本日が今年度最後の職

業奉仕担当例会になりますので、去る1月24日の例会でお約

束した、「四つのテスト」を使った事例発表を、倉持会員にこの

後して頂きます。皆様にお配りした「四つのテスト」の複製の効

果がどう出たのか出なかったのか、真摯に聞かせて頂こうと思

っております。倉持会員よろしくお願い致します。そして本日の

「会長の時間」も、今年度最後の職業奉仕事例のご紹介をさ

せて頂きたいと思います。7分くらい掛かりますが、よろしくお願

い致します。

　新座RCの歯医者さんの事例です。「先生！先生！　助ける

と思って何とかお願いしますよ！！」妙になれなれしい、それ

でいて緊迫感に満ちた野太い声が、静まり返った診療室の空

気を突然激しく揺さぶった。私は、たった今、複雑な診療で手

こずった、最後の患者さんをやっとやり終え、手洗いをしている

ところだった。今日は急患が何人か入り、少しの休む間もなく、

終了時間を大幅に超過し、疲労困憊の中で、私は後ろを振り

返った。

　すると、作業服姿の男性が、今にも泣きそうな顔で、右手の

親指を口の中に入れ、左手で拝むような仕草をして立っている

。私は仕方なく患者さんを診療台に招き入れた。「指を外して

下さい」私は命令するような強い口調で促した。「イテー！！」　

彼は反射的に涙とうめき声を発し、体をのけぞらせた。見ると、

上の入れ歯が中央のあたりから真っ二つに割れ、この入れ歯

を支えていたと思われるもう1本の糸切り歯は、バネが根元に

食い込み、指を離すと、この歯に入れ歯がぶら下がるような



恰好となり、歯肉は赤黒く腫れ上がっている。激痛の原因は一

目瞭然である。私は、これらホープレスの歯を、入れ歯ごと抜

歯し、とりあえず応急処置を施した。すると患者さんは、「先生

、このままじゃ人前に恥ずかしくて出られないし、それに飯も食

えませんよ！何とかお願いしますよ！」と強引に食い下がって

きた。『全くもう、こんなになるまで放っといて、自分が悪いんじ

ゃないか。』私は心の中で悪態をつきながらも、さてどうしたも

のかと考え込んだ。もう技工士さんはとっくに帰ってしまったの

で、この局部の入れ歯を総入れ歯に改造し、口腔内に落ち着

かせるためには、これからゆうに2、3時間はかかる。しかし其の

とき、誰かが私に囁いたような気がした。「お前は歯医者だろ

！　歯医者なら逃げられないぞ！」私は仕方なく意を決し、そ

して仕事に取りかかった。次第に没頭し、欠損部に歯を足し、

割れたところを修復し、義歯床の内面に裏打ちをして、何とか

入れ歯が落ちないように口腔内に収めたときは、既に夜の10

時を回っていた。しかし私は、やり終えた満足感で気分も良く

、いつもより饒舌に語りかけていた。「こんなに歯槽膿漏を放っ

ておいては駄目ですよ。まだ下の歯は残っているんだから粗

末にせずに、歯1本が指1本と思い大事にして下さい」そして

当院がボランティアで主催する、歯の健康教室の出席を促し

彼を送り出した。心は充実していたが、体は泥のように疲れ切

り、食事もソコソコに、ベッドに倒れ込み、そのまま眠り込んでし

まった。しかし、それから2時間もしない内に、私は当時高２だ

った娘に、肩を強く揺すられ、起こされる羽目となった。

　「お母さん、誰かが歯が痛いってピンポン鳴らしているんだけ

ど」何たる悪い日！私は朦朧とした意識の中で、ダメダメと手を

横に振って布団をかぶった。しかし、人の好い娘は良心が咎

めたのか、表に出て行って何やら患者さんと話をし、戻って来

て「お母さん、子供連れの女の人が御主人とクルマで来てい

てね、転げ回るくらい痛いんだって、ねー、診てあげてよ」と、

布団を剥がそうとする。『何で今まで虫歯を放っといたんだ、自

分が悪いんじゃないか。こんな夜中、何で私ばっかりこんな目

に遭わなきゃなんないのよ』と、私は心の中で怒りを爆発させ

て、娘の手を邪険に振り払った。すると娘も腹を立て、「お母さ

ん、それでも歯医者なの。いつも人の為とか、何とか、悟ったよ

うなこと言っているくせに、人が困っているのに知らんふりする

の！お母さんの本性は分かった。私尊敬できない！」「何よ、

何も分かってないくせに・・・。私はね、今の今まで仕事をして

いたのよ・・・」、私の顔を涙が伝わった。すると娘は、「お母さ

ん、ネー、診てあげてよ。かわいそうだよ。私がアシスタントして

あげるからさー」。私は、涙を溜めながら、すごすごと白衣に着

替え、真夜中の診療室へ降りて行った。　上顎第1大臼歯の

急性化膿症の歯髄炎で、麻酔抜髄を行った。一気に痛みは

消え、地獄に仏のようだと感謝された。この患者さんもお口の

中が汚れていて、肉眼で見ても分かる虫歯が数本あったので

、健康教室にお誘いすると「必ず参ります」と、何度も頭を下げ

られ帰って行った。初夏の夜は短く、東の空はしらじらと明け

ていた。「お母さん、よかったね！」。そばでバキュームをして

くれていた娘が、明るい声で囁いた。鬼のようになりかかった

私の心は、いつの間にか人間らしさを取り戻し、穏やかな慈愛

の心に変わり、言うに言えない清々しい気分になっていた。娘

が私を救ってくれたのだ。「ありがとう、よう子」。私の口から思わ

ず感謝のことばが洩れた。すると娘はにっこり笑い、ポツンと言

った。「お母さん、私やっぱり歯医者がいい、歯医者になる」　

あれほど進路を迷っていた娘が今決断した。神は、人の姿を

借りてやって来ると、誰かに聞いたことがある。若しかしたらあ

の方たちは・・・。私はハッとして、あまりにも不思議な、今日の

出来事を思い返した。そして今度は私の方が手を合わせた

。『治療させて頂き有難うございました・・・』

　以上ですが、如何だったでしょうか。仕事を通して社会に奉

仕する、そして最後思ってもみない神様からのご褒美という、ち

ょっと泣かせる職業奉仕事例を紹介させて頂きました。

　今年度は、今月25日の「行田ふれあいウオーキング」もメイ

ン事業ですが、「基本に返ろう」を掲げ、例会の重要性と共に、

職業奉仕の学びも、もう一つのメイン事業でした。①例会での

職業奉仕事例の紹介、②四つのテスト複製の配布、③我等の

生業（一集、二集）の配布、④四つのテストの活用結果の発

表等を行いました。大したことは出来ませんでしたが、お許しを

頂きたいと思います。それでは、これを持ちまして、本日の「会

長の時間」を終わらせて頂きます。有難うございました。

★ 幹 事 報 告　 境野登章幹事

　皆様こんにちは。鈴木ガバナー様、ようこそいらっしゃいまし

た。では幹事報告を申し上げます。

　5月7日、古沢会長と地域間交流委員会の小椋委員長と私と

で、ウォーキング大会のPRを目的として行田さくらロータリーク

ラブの例会に出席して参りました。

　次週5月16日と5月17日が親睦旅行です。集合場所は、「JR

熊谷駅 在来線改札口前」です。熊谷駅の階段またはエスカ

レーターを上がって頂き、２階です。集合時間ですが、午前7

時30分です。7時48分発の新幹線に乗車する関係上時間に

余裕はありませんので、集合は時間厳守でお願い致します。

　本日の例会は、倉持会員による「私の職業奉仕・四つのテス

ト」と言うタイトルにて卓話例会です。倉持会員、この後の卓話

を宜しくお願い致します。以上で幹事報告とさせて頂きます。

ありがとうございました。



★ 委 員 会 報 告

地域間交流委員会　小椋剛委員長

次年度幹事予定者　大野年司会員

雑誌委員会　　碓井勝也委員長

「ロータリーの友」読みどころ

★ 本 日 の 卓 話 倉持好二郎会員

「私の職業奉仕　４つのテスト」

　本日は、私の職業奉仕　４つのテストと題して卓話を致しま

す。実は小菅会員より卓話の依頼を頂いたときから、卓話につ

いてのプレッシャーで今日まで暗い日々を送っておりました。

それでは、本題に入りたいと思います。

　例会のときに唱和しております、この４つのテストですが、４

つに照らし合わせ言動を習慣づけていきましょう。というものだ

と私は理解しています。由来について会員の方々は十分承知

していると思いますので、割愛いたします。この4つのテストを

私の職業に照らし合わせます。その前に、私の会社の組織は

「協同組合」という組織です。この協同組合というものはどの様

な組織かを、説明いたします。

　協同組合とは相互扶助（助け合い）の精神に基づくものであ

り、（相互扶助とは、ちょうど、年金制度の仕組みがこの精神に

より成り立っている訳です。）中小企業者がお互い協力するこ

とで、自らの企業経営の近代化・合理化と経済的地位の改善

・向上を図るための組織です。そこには、平等・公平の精神が

あります。組合員の資本力に係らず議決権などが平等です。

そして特定の組合員だけが利益となるような活動は、公平の

原則から出来ないことになっています。私共、給食センターは

昭和39年に設立され約50年の歴史があります。設立当時は

何も無かった時代であり、今のように簡単にお昼の食事を取れ

なかった時代でした。そこで地域で働く方々に安心して食事を

とってもらい、その結果その事業所が発展する。という考えで

設立された施設です。では、具体的に４つのテストについての

取組みについての実践例をお話しいたします。

　「真実かどうか」お客様から試食を依頼されたとき、往々にし

て実際より内容を良くして試食のお弁当を出しがちですが、普

段通りの内容のものを提出するよう心掛けています。　　「みん

なに公平か」これは取引に於いて、食数の少ないお客様（例

えば1～2食）でも大口のお客様でも公平に大切にしています

。また昔からのお得意様もご利用間もないお客様も同じく大切

にすることで、信用を得ているのだと思っております。　　「好意

と友情を深めるか」好意を持ってくれる取引先を作ることだと考

えています。競争相手が私共のお客様のところを訪問されま

すと、その情報や内容を教えて頂けるのは、まさに長年築いた

信頼関係（好意と友情）だと深く感謝しております。　　「みん

なのためになるかどうか」あたりまえのことですが、食材や賞味

期限はごまかさない。そして地産地消の考えで、安心して食

べて頂ける給食を提供する（みんなのためになる）ことに努力

しています。しかし、４つのテストはなかなか実行することが難

しいですが、唱和するだけでなく実行していきたいものです。

　話は脱線しますが、私は次年度、ゴルフ委員長予定者です

。ゴルフは紳士のスポーツであり真実・公平が求められます。

スコアの自己申告やハンディがそれで、また一緒にプレーす

ると親しくなれます。まさに４つのテストです。「笑いについて」

笑いがもたらす４つの効果。１心にうれしい　2体にうれしい　3

人間関係にうれしい　4成功できる　笑うことの効果で気分がよ

くなり、心が豊かになります。結果、その場が和み、好意と友情

が深まることが出来るのではないでしょうか。



　最後にロータリーの友2013年1月号からの抜粋です。「反省

の記」これは郡山南ロータリークラブの設立会員で、会員暦40

年の大野安春氏の記事です。最近のことだが、15年ほど前に

入会したS氏が私に話しかけてこられた。S氏に対して私は今

まで例会で会った時、目礼はしてきたが話しかけたことはなか

った。「あ！」。この時、自分が「4つのテスト」を実行していない

ことに気づいた。みんなに公平か？好意と友情深めたか？目

礼だけでは駄目なのだ。話しかけねば！彼の方が自分より立

派である、と深く深く反省した次第である。

★ 謝 辞 　古沢勇治会長

★ 出 席 奨 励 ・ ス マ イ ル 委 員

野口一信委員長 井上真弓副委員長

※ 出 席 状 況 報 告　 野口一信委員長

T ・ 正 会 員 数 55名

A ・ 85年規定承認者 12名

A ・ 理事会欠席承認者 0名

P ・ 本 日 の 出 席 者 34名

B ・ 各承認者の例会出席者 7名

MU ・ 本日のメーキャップ者 2名

本 日 の 出 席 率 72％

※ ニ コ ニ コ 報 告 　井上真弓副委員長

古沢会長

倉持会員、４つのテストの活用発表ありがとう
ございます。ウォーキング大会、近づきました。
会員の皆様よろしくお願いします。

境野幹事 倉持様、卓話ありがとうございます。

吹上RC
鈴木秀憲様 地区大会では大変お世話になりました。

小山会員

鈴木ガバナー、ようこそ。
地区大会成功おめでとうございます。
倉持会員、卓話ありがとうございます。

内山会員 倉持会員、本日は卓話ありがとうございます。

中島会員

連日の強風で若葉が痛め付けられております。
自然淘汰の摂理で強いものだけが残るでしょう
か。人間界も同じです。

黒渕会員

倉持会員卓話ご苦労様です。鈴木ガバナーよ
うこそいらっしゃいました。地区大会無事終了お
疲れ様でした。

大久保会員 倉持会員、卓話ご苦労様です。

湯本会員 お陰様でルニーちゃんのホームステイ、2月から
4月末日で終わりました。楽しい3ヶ月でした。

山本会員 倉持さん、本日卓話ありがとうございます。

持田会員

鈴木秀憲ガバナー！ようこそ行田RCへ。
歓迎いたします。昨日も、地区委員会、
打ち上げでした。楽しかったです。

福島会員 倉持会員の卓話、楽しみにしております。

諸貫会員

倉持会員、本日卓話ありがとうございます。給食
センターは儲かっていますか？あんなにおいし
くて大丈夫かね？

小沢会員
我が家で、シラコバトが今年二回目の子育てを
しています。

大野会員 倉持会員、今日は卓話ありがとうございます。

武笠会員 久々の司会、お世話さまでした。

小菅会員 倉持会員、本日は卓話ありがとうございます。

坂本会員
そうだ、５月25日は仕事をしよう。
仕事を通して奉仕をしよう。

小椋会員 倉持会員卓話ご苦労様。

鈴木貴大会
員

まさしく、三寒四温の日々が続きますが、
風邪にご留意ください。

倉持会員 本日卓話です。よろしくお願いします。

小池会員 倉持会員、卓話ご苦労様です。

関会員 倉持会員、卓話ありがとうございます。

同文

清水治雄会員、小林会員、宮内会員、
阿部会員、岡田会員、島崎会員、橋本会員、
碓井会員、鈴木克枝会員、渡辺会員、
野口会員、井上会員

※本日のニコニコは、56,000円でした。

.....ありがとうございました。

★ 点 鐘 　 古 沢 勇 治 会 長
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