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　本日、加藤静香さんを新たな鶴岡ロータリークラ
ブ会員としてお迎えでき、昨年に続き新しい仲間が
増えたことはとてもうれしく、ガバナーの目標の一
つ女性会員１名増の目標もクリアーすることが出来
ました。また、新たに新入会員スピーチをお願いし、
ご職業の法曹界のお話も伺えると思いますので楽し
みにしたいと思います。加藤さんからも例会のこと
やロータリー用語など判らないことはどなたにでも
お聞きいただき、ロータリーを楽しんでください。
　さて、１月は職業奉仕月間です。予定では、職業
奉仕委員会の吉澤委員長から卓話を頂くことになっ
ておりましたが、私の不手際でお越しいただけず、
急遽交換留学生のロイ君からスピーチして頂くこと
になりました。ありがとうございます。宜しくお願
い致します。
　RI 日本事務局より「職業奉仕月間」のリソースが
届いていますので、ご用意いたしました。全てネッ
トで検索できますので、ぜひご覧いただければと思
います。
　せっかくですので少しだけ職業奉仕にかかわるお
話をさせて頂きます。最初に記載されていますロー
タリーの職業奉仕の基本理念とは「最もよく奉仕す
る者、最も多く報いられる」と表されています。源
流の会、田中毅氏の「シェルドンの森」より抜粋し
てきましたが、この理念はアーサー・フレデリック・
シェルドンが提唱したもので、会員の事業の発展と
いう目的をそのまま温存し、その具体的な方法を従
来の物質的相互扶助から、継続的に利益をもたらす
顧客を確保することによって事業を発展させるとい
う、経営学に基づいた販売術に転換しました。また、
持続して発展しているいくつかの企業に共通してみ
られる特徴を、サービスと名付けました。販売する

商品や提供する品質が高いことが重要です。
　奉仕とは顧客に満足感を与えることで、そのため
に必要な条件は「質」と「量」と「管理の状態」で
す。この販売術を、奉仕の原則を条件とする継続的
に利益をもたらす常連客を保証する技術だと定義し
ています。
　もう一つの考えは、人間関係学からみた利益の適
正な配分です。私たちがロータリーの身分を保って
いるのも、会合に出席できるのも自分の事業がうま
くいっているからです。これは事業主の力量ですが、
会社で働いてくれる従業員、取引業者、下請け業者、
顧客、さらにその街で普遍的に事業を営んでいける
のは同業者がいるおかげであることを忘れてはいけ
ません。事業主を取り巻くすべての人たちのお陰で
事業が成り立っていることを考えるならば、得た利
益を事業主が独り占めするのではなく、事業に関係
する人たちと適正にシェアをしながら事業を進めて
いけば、必ずその事業は発展します。と書かれてい
ます。
　私は旅館業で利益率が低くなかなかシェアできる
状況にはありませんが、携わっていただいている皆
様には、いつも感謝の心は忘れずにおります。物理
的にも感謝を表せますようこれからも本業に精進し
ていきたいと思います。

〇国際ロータリー 2023-2024 テーマ

　メキシコからの留学生ロイ君からメキシコの地理、
歴史、文化、宗教、庶民の生活、伝統料理等幅広い
内容についてスピーチ頂きました。

静香法律事務所 所長弁護士　
加 藤  静 香 さん

　はじめまして、弁護士の加藤
と申します。本日から鶴岡ロー
タリーさんに入会させていただ
きます。大変貴重な機会をいた
だきまして、ありがとうござい

ます。
　私は昭和 58年生まれで、今 39歳です。出身は

酒田市光丘という松林が多い地区で生まれて育ちま
した。酒田東高校を卒業し、その後中央大学に進学
し、慶應のロースクールに入って弁護士になりまし
た。弁護士になりました後は、東京の法律事務所に
2年間、岩手の法律事務所で 4年間、その後地元に
戻り、開業して今年の 2月で丸 5年になります。
　池田徳博先生が、私の中央大学の先輩で、私が弁
護士なのに社交性がないことをかねてからすごく心
配して下さり、君はもっと社会勉強をしなきゃいけ
ないということで、この度、ロータリーさんにお声
をいただきました。
　まだまだ本当に若輩者で勉強不足ではありますが、
今回、鶴岡ロータリーの活動に参加させていただく
機会をいただきましたので、積極的に参加し、勉強
させていただきたいです。どうぞ。今後ともよろし
くお願いいたします。

けて雪や暴風など荒れる時期ではありますが、この
時期に獲れる鱈は寒い日本海に産卵のため回遊して
きたため脂がのっておいしくなり、地元では家庭で
も寒鱈汁（どんがら汁）を頂きます。この後たくさ
んお召し上がりください。
　また、加藤さんも皆さんと親睦を深めて頂き、寒
鱈汁をご堪能ください。ゲストは鶴岡 RACの佐藤
祐樹会長と青少年交換留学生のロイ君です。佐藤会
長には後ほど、2月 25日に行われます鶴岡ローター
アクト創立 50周年式典のご案内を頂きます。どう
ぞ最後までお楽しみください。

会 長 挨 拶 会長／西川 富美子

西川富美子君　加藤静香さんようこそ鶴岡ロータリークラブ
へ。また、ロイ君今日は急な依頼に応じてのス
ピーチありがとうございました。

髙橋　弘美君　加藤静香さん、入会歓迎いたします。ロイ君ス
ピーチありがとうございました。

佐藤　孝子君　加藤静香さん、入会おめでとうございます。楽し
いロータリー活動ご一緒しましょう。ロイ君ス
ピーチありがとう。ウィンター交流会楽しんで
きてください。ティンドラが今日戻ってきます。
良かったです。

佐藤　友行君　ロイ君スピーチありがとう。加藤先生これから
よろしく。

富樫　松夫君　加藤静香さんの入会を歓迎します。ロイ君ス
ピーチありがとうございました。

菅原　成規君　加藤さん、ご結婚おめでとうございます。

ゲストスピーチ　鶴岡青年会議所理事長

鶴岡西RC訪問例会
   ２月 21日（火）

   ２月 ７日（火）
   ２月 14日（火）

   ２月 27日（月）

インフォーマルミーティング
祝日休会

メキシコの一日

令和５年１月24日（火）  第3004回  例会  （本年度第20回）
会員数：23 名　出席数：13 名　出席率：59.10％　前々回確定出席率：77.28

寒  鱈  汁
家 族 例 会

幹 事 報 告 幹事／高 橋 弘 美

新入会員挨拶

　青少年交換留学生 ロイ 君（メキシコ）

　本日は寒鱈汁家族例会並びに加藤静香新入会員の
歓迎会です。何故今日なのかと思うほどの 10 年に
1 度の悪天候の中、会津若松南 RC さんから尾崎友
良会長、田中冬至夫幹事、天井正一友好クラブ委員
長にご参加いただきました。東京東江戸川 RC さん
からもご参加頂ける予定でしたが、飛行機が欠航と
なり欠席となりました。何年か前も荒れた天気の中
お越しいただき、会津若松南 RC さんは大変な思い
でお帰りになり、東京東江戸川 RC さんは帰りの飛
行機が欠航のため新潟まで車で移動して新幹線でお
帰りになりました。庄内は 1 月中旬から 2 月にか
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