
    

    

                                                                                    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

今日今日今日今日ののののロータリーソングロータリーソングロータリーソングロータリーソング    

『『『『    君君君君がががが代代代代・・・・四四四四つのつのつのつのテストテストテストテスト    』』』』    
    

    

 

 みなさん こんにちは。 

 ハイチで起きた大地震に対して、

地区から救援募金の依頼がきてい

ます。死者１５万人以上と言われ

ています。地区で１０年前にでき

た本ですが１９２０年９月１日、

東京 RC が会員２４名で創立総会。

１９２２年大阪 RC 誕生。その翌年

の１９２３年９月１日、関東大地

震が起き、死者９１，３４４人、行方不明１３，２７５人を数えた。『東京全

滅』という甚大な被害のニュースは全世界に伝わり、ただちに国際ロータリ

ー連合会から会長の見舞い電報と２５、０００ドルの義捐金が送られてきた。

その後、世界１７ヵ国、５０３クラブから義捐金・救援物資が届き、義捐金

総額８９，８００ドルに及んだとあります。東京 RC は、それまで定款細則へ

の関心も薄く、出席率も低くかったのが、一変します。会長米山梅吉は１１

月の例会で、震災復興のために会員はこぞって努力を捧げ、さらなる会員間

の協調と親睦をはかることを確認し、それまで月１回だった例会を毎週開催

すると決めました。また、その義捐金で孤児院内に「ロータリーの家」を新

築寄贈。その建物の開館式が、１９２３年１１月１４日、会員の６割が家族

を伴って出席。これが日本のロータリー家族会のはじまりになったとあり、

写真もあります。その他にも地震の被害に対し様々な活動や援助を通して、

会員達にロータリーの力と存在の重要性を認識してもらうとともに、その発

展を強く念願したとあります。ロータリーはすごい。この２４名のメンバー

の中に「星一（ほし はじめ）」も入っていて、辞書にも出てきます。星新一

の父です。日本もいつかまた必ず地震がくる場所にあります。今度はお返し

をする番だと思います。よろしくお願いします。 

 前回の「ロータリーの友」の中で、横書きの２３ページに、前国際ロータ

リー日本事務局財団室長、片岡暎子さんが退職のあいさつの中で、「なんで３

６年働くことになったのか、それはロータリアンの素晴らしい人に感動して」

と書いてあります。是非読んでみて下さい。いつも財団の会議がある時は、

東京から来られていました。 

 

 

 

※栗田次年度ｶﾞﾊﾞﾅｰより絵葉書 

   林田会長ｴﾚｸﾄ、髙尾次年度幹事、下田会長、奥村幹事 

※会報―武生RC、島原南RC、福井北RC、敦賀西RC 

※例会場変更の案内 福井東ＲＣ 

 例会日（月曜日）例会場―AOSSA３Ｆﾊﾞﾝｹｯﾄﾙｰﾑ、ｳｪﾙｱｵｯｻ 

 ﾋﾞｼﾞﾀｰ受付―福井東RC事務局 福井市日之出2-3-18 コーポ蒼山１F 

 ﾋﾞｼﾞﾀｰﾌｨｰ2000円、事前連絡必要―金曜日午前中までに 

※抜粋のつづり（その６９） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

第第第第１５５４１５５４１５５４１５５４回回回回    例会例会例会例会    委員会報告委員会報告委員会報告委員会報告    （（（（１１１１月月月月２７２７２７２７日現在日現在日現在日現在））））    

【【【【出席委員会出席委員会出席委員会出席委員会】】】】    
    

    

    

    

【【【【ﾒｰｷｬｯﾌﾒｰｷｬｯﾌﾒｰｷｬｯﾌﾒｰｷｬｯﾌﾟ゚゚゚】】】】    1/26（福井南RC） 横山会員  1/29（三国RC）石橋会員 

【【【【ロータリーロータリーロータリーロータリー財団特別寄付財団特別寄付財団特別寄付財団特別寄付】】】】（入会順・敬称略）  

前川・下田・藤本・中田・金・奥村・髙嶋・横山・林田（恒）・下村・山田・髙尾・倉本 

桑野・野尻・玉川・高山      （本日11,000円 本年度累計441,000円） 

【【【【米山記念奨学会米山記念奨学会米山記念奨学会米山記念奨学会】】】】（入会順・敬称略）  

※ 確定申告用領収書の配布 

下田・藤本・中田・金・奥村・横山・林田（恒）・下村・山田・髙尾・倉本・桑野・高山 

         （本日18,000円 本年度累計511,000円） 

 

【【【【ニコニコニコニコニコニコニコニコ箱箱箱箱】】】】        

････････････････順不同・敬称略） 

下田・・・横山さん、卓話ご苦労様です。 

奥村・・・横山さん、卓話ありがとうございます。 

横山・・・今日、職業奉仕の卓話で、緊張してます。 

池田・・・横山さん、卓話ご苦労様です。 

竹澤・・・商用のため、中座します。 

澤田・・・2 回連続病気のため、例会を休みました。 

前川・・・横山さん、卓話ご苦労様です。 

林田（數）・・横山さん、卓話ご苦労様です。又、クラブ表彰をいただいて。 

西野・・・結婚記念日を自祝して。 

北・・・・・横山さん、卓話ご苦労様です。 

藤本・・・横山さん、本日は卓話ご苦労様です。 

中田・・・本日、横山委員長卓話、ご苦労様です。 

林田（恒）・・横山さん、卓話ご苦労様です。 

下村・・・横山さん、卓話ご苦労様です。 

山田・・・横山さん、卓話ご苦労様です。 

髙尾・・・横山さん、卓話ご苦労様です。 

桑野・・・横山さん、卓話ご苦労様です。 

高山・・・横山さん、卓話ご苦労様です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員数 出 席 欠席届有 欠席届無 
ﾒｰｸｱ

ｯﾌﾟ 
出席率％ 

36 28 8 0  77.77 

本 日 の 合 計 本日迄の累計 前年度実績 

31,000円 960,400 980,000

火曜日火曜日火曜日火曜日    
福井南福井南福井南福井南    繊繊繊繊 協協協協ビルビルビルビル８８８８FFFF    

勝勝勝勝    山山山山    市 民 活 動市 民 活 動市 民 活 動市 民 活 動 ｾﾝﾀｾﾝﾀｾﾝﾀｾﾝﾀ ｰーーー    

武武武武    生生生生    武生商工会武生商工会武生商工会武生商工会館館館館    

若若若若    狭狭狭狭    小小小小浜商工会議所浜商工会議所浜商工会議所浜商工会議所    

福井福井福井福井ﾌｪﾆｯｸﾌｪﾆｯｸﾌｪﾆｯｸﾌｪﾆｯｸｽｽｽｽ    ﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙ    

                            PPPPm6:30m6:30m6:30m6:30    点鐘点鐘点鐘点鐘    

水曜日水曜日水曜日水曜日    
福井北福井北福井北福井北    ホテルフジタフクイホテルフジタフクイホテルフジタフクイホテルフジタフクイ    

敦敦敦敦    賀賀賀賀    北陸銀行敦賀支店北陸銀行敦賀支店北陸銀行敦賀支店北陸銀行敦賀支店    

鯖江北鯖江北鯖江北鯖江北    鯖江鯖江鯖江鯖江ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ会館会館会館会館    

大大大大    野野野野    大野商工会議所会館大野商工会議所会館大野商工会議所会館大野商工会議所会館    

丸丸丸丸    岡岡岡岡    JAJAJAJA花咲花咲花咲花咲ふくいふくいふくいふくい    

                                        

月曜日月曜日月曜日月曜日    
福井東福井東福井東福井東        ＡＯＳＳＡＡＯＳＳＡＡＯＳＳＡＡＯＳＳＡ    

敦賀西敦賀西敦賀西敦賀西        ｻﾝﾋｻﾝﾋｻﾝﾋｻﾝﾋﾟ゚゚゚ｱｱｱｱ敦賀敦賀敦賀敦賀    

                                            PPPPm7:00m7:00m7:00m7:00点鐘点鐘点鐘点鐘    

県内県内県内県内クラブクラブクラブクラブ    

例例例例    会会会会    日日日日    

木曜日木曜日木曜日木曜日    
福福福福        井井井井    ユアーズホテルユアーズホテルユアーズホテルユアーズホテル    

武生府中武生府中武生府中武生府中    JAJAJAJA 越前越前越前越前たけふたけふたけふたけふ    

福井水仙福井水仙福井水仙福井水仙    神明神社神明神社神明神社神明神社    

                    Pm6:30Pm6:30Pm6:30Pm6:30 点鐘点鐘点鐘点鐘    

金曜日金曜日金曜日金曜日    
福井西福井西福井西福井西    グラントリアグラントリアグラントリアグラントリア    

三三三三    国国国国    三国観光三国観光三国観光三国観光ホテルホテルホテルホテル    

鯖鯖鯖鯖    江江江江    鯖江商工会館鯖江商工会館鯖江商工会館鯖江商工会館    

あじさいあじさいあじさいあじさい    リバージュアケボリバージュアケボリバージュアケボリバージュアケボノノノノ    

R.I R.I R.I R.I ＤＩＳＴＲＩＣＴＤＩＳＴＲＩＣＴＤＩＳＴＲＩＣＴＤＩＳＴＲＩＣＴ    ２６５０２６５０２６５０２６５０ＲＯＴＡＲＹＲＯＴＡＲＹＲＯＴＡＲＹＲＯＴＡＲＹ    ＣＬＵＢＣＬＵＢＣＬＵＢＣＬＵＢ    ＯＦＯＦＯＦＯＦ    ＭＡＲＵＯＫＡＭＡＲＵＯＫＡＭＡＲＵＯＫＡＭＡＲＵＯＫＡ    

http ://www.maruokahttp ://www.maruokahttp ://www.maruokahttp ://www.maruoka----rotary .comrotary .comrotary .comrotary .com     会長会長会長会長    下田重道下田重道下田重道下田重道    幹事幹事幹事幹事    奥村雅徳奥村雅徳奥村雅徳奥村雅徳    

N ON ON ON O ，，，， １ ５ ５ ５１ ５ ５ ５１ ５ ５ ５１ ５ ５ ５     

    

平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年    ２２２２月月月月１０１０１０１０日日日日（（（（水水水水））））    

外部卓話外部卓話外部卓話外部卓話    

環境環境環境環境アドバイザーアドバイザーアドバイザーアドバイザー    

            北北北北    幸夫様幸夫様幸夫様幸夫様（（（（越前町大畑在住越前町大畑在住越前町大畑在住越前町大畑在住））））    

次 週次 週次 週次 週 のののの例 会例 会例 会例 会         第第第第 １５５６１５５６１５５６１５５６ 回回回回     

今 週今 週今 週今 週 のののの例 会例 会例 会例 会         第第第第 １５５５１５５５１５５５１５５５ 回回回回     

    平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年    ２２２２月月月月３３３３日日日日（（（（水水水水））））    

外部卓話外部卓話外部卓話外部卓話    

（（（（財財財財））））21212121世紀職業財団世紀職業財団世紀職業財団世紀職業財団    福井事務所福井事務所福井事務所福井事務所        

所長所長所長所長    三田村賢一様三田村賢一様三田村賢一様三田村賢一様    

創立創立創立創立    昭和昭和昭和昭和 53535353 年年年年 3333 月月月月 21212121 日日日日        承認承認承認承認    昭和昭和昭和昭和 53535353 年年年年 4444 月月月月 6666 日日日日    

下田会長下田会長下田会長下田会長    挨拶挨拶挨拶挨拶        

奥 村奥 村奥 村奥 村 幹 事幹 事幹 事幹 事     報 告報 告報 告報 告     
休憩時間に 2002.4.9-14 に GSE にて受け入

れた滞在記録のパワーポイントあり、当時

の実行委員長だった、下田会長より説明を

受けました。 

山岸副ＳＡＡより 

 職業奉仕と社会奉仕の違いについての 

 簡単な説明をされました。 

  



(事務局）〒910-0254   Tel（0776）67-0410／Fax（0776）67－4811                     クラブ広報委員長 林田數一 

       福井県坂井市丸岡町一本田 34-7 JA花咲ふくい 丸岡支店２F                    会報委員長―玉川佳一 副委員長―桑野賢吾 

(例会場) JA花咲ふくい 丸岡支店 ３F (例会日) 毎週水曜日 12時 30分 ( 会員数) ３６名     委員―東角操・大久保政幸・西川政義  

  

 
 

 

 

  横山茂樹横山茂樹横山茂樹横山茂樹    職業奉仕委員長職業奉仕委員長職業奉仕委員長職業奉仕委員長      

    
１１１１．．．．    はじめにはじめにはじめにはじめに    

  職業奉仕への取り組みについて（富田ガバナー） 

職業奉仕は他の多くの奉仕団体と、我がロータリ

ークラブを識別する最大の金看板です。 

 ロータリーの綱領「「「「事業事業事業事業およびおよびおよびおよび専門職専門職専門職専門職のののの道徳道徳道徳道徳水準水準水準水準

をををを高高高高めることめることめることめること」」」」をお互い肝に銘じましょう。富と名

声のためなら手段を選ばぬ自己主義者たちが跋扈

（ばっこ）する世の中に、この綱領こそ我々が死守

すべき信念だと思います。職業奉仕は私たち職業人

の羅針盤です。 

今日ほどロータリーの倫理の信条が必要とされる時

代はありません。「４つのテスト」を十分に職業生活

の中に生かすべく努力いたしましょう。 

 職業奉仕を取り去れば、ロータリーは単なる地域

の奉仕団体になってしまいます。また職業奉仕から倫理を取り去れば、

完全にその意義は失われるでしょう。 

２２２２．．．．    まずまずまずまず、、、、職業奉仕職業奉仕職業奉仕職業奉仕をををを理解理解理解理解するためにするためにするためにするために    

どうしても心に留めておくことは、ロータリーは良質な職業人の倫理

運動であること。寄付団体でも慈善団体でもボランティア団体でもない。

ロータリアンに奉仕の心を授け、倫理を提唱していく団体、即ち、ロー

タリアンの心の開発を第一義とする団体である。この視点を見失うとロ

ータリーの職業奉仕が判らなくなります。更に、ロータリーの社会奉仕

とライオンズの社会奉仕との区別も判らなくなります。 

３３３３．．．．    職業奉仕職業奉仕職業奉仕職業奉仕というというというという言葉言葉言葉言葉（（（（職業奉仕職業奉仕職業奉仕職業奉仕についてについてについてについて））））    

 ロータリーの専門用語で辞書にもない。考えて見れば奇妙な言葉。 何

故なら、職業というのは、私たちが生きて行くための所得を得るための

手段であって、これは自分のためのもの、生計を立てるために、日常従

事する仕事。奉仕というのは、世のため人のためのもの、即ち、自分以

外の人のためのもの。人様のお役に立つように、人様の事を考え行動す

ること。職業というものは、利益を目的としてやっていること。奉仕と

は、自己を犠牲にしてすると考えていたら、さっぱり商売にならないの

ではないかと言う誤解が生ずる。それで職業奉仕は判らんといわれる。 

  自己矛盾の概念 

エネルギーの方向が全く正反対の二つの言葉を合体させて職業奉仕と

言っている。一体、自分のためのものである職業が、人のためのもので

ある奉仕のテーマになりうるか。職業を営むこと、即ち、金を儲けるこ

とが、何故、同時に世のため人のための奉仕となるのか、職業と奉仕を

考えるためには、一体いかなる考え方が必要なのか？ 

 この一点が判らないと、職業奉仕は、永久に判らないことになる。 

簡単に言うと、職業奉仕職業奉仕職業奉仕職業奉仕とはとはとはとは。。。。自分自分自分自分のののの職業職業職業職業にににに対対対対してしてしてして、、、、誇誇誇誇りとりとりとりと愛情愛情愛情愛情とととと責任責任責任責任

をををを以以以以てててて、、、、そのそのそのその経営経営経営経営にはにはにはには最大級最大級最大級最大級のののの努力努力努力努力をををを払払払払うがうがうがうが、、、、そのそのそのその方針方針方針方針はははは単単単単なるなるなるなる金儲金儲金儲金儲けけけけ

ばかりをばかりをばかりをばかりを目的目的目的目的とするのではなくとするのではなくとするのではなくとするのではなく、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる、、、、ロータリーロータリーロータリーロータリー精神精神精神精神やややや奉仕奉仕奉仕奉仕のののの理理理理

想想想想、、、、或或或或はははは４４４４つのつのつのつのテストテストテストテストのののの精神精神精神精神、、、、そういうものをそういうものをそういうものをそういうものを織織織織りりりり込込込込んでんでんでんで、、、、企業企業企業企業のののの道徳道徳道徳道徳

的水準的水準的水準的水準をををを高高高高めめめめ、、、、そのそのそのその職業職業職業職業をををを通通通通じてじてじてじて、、、、社会社会社会社会にににに奉仕奉仕奉仕奉仕することであるすることであるすることであるすることであるといえる 

 職業奉仕は,Service through business となっている。即ち、職業を 

通じて奉仕する。職業はあくまで手段であって、この手段を持って社会 

に奉仕すること。 

４４４４．．．．    職業奉仕職業奉仕職業奉仕職業奉仕とはとはとはとは何何何何かかかか？？？？ということをということをということをということを大悟徹底的大悟徹底的大悟徹底的大悟徹底的にににに理解理解理解理解しておかなしておかなしておかなしておかな

ければければければければならないならないならないならない。。。。    

知識として身につく場合と、体験の積み重ねによって身につく場合 

（例）老婆が笊（ざる）の中に羊の毛を入れて、それを小川の流れに浸

して洗っていた。 

この話は何を意味するか？ 聞いては忘れ、聞いては忘れながら、羊の

毛のように自分自身が磨かれていくということを意味する。何回も何回

も、聞き忘れ、読み忘れながら、次第に自分自身が磨かれ、ロータリー

が身につく。そのためにロータリーは、毎週、例会に出席せよと言う。 

 職 業 奉 仕職 業 奉 仕職 業 奉 仕職 業 奉 仕 のののの 実 践実 践実 践実 践 はははは 、、、、 先先先先 ずずずず 例 会 出 席例 会 出 席例 会 出 席例 会 出 席 にににに 始始始始 ま るま るま るま る 。。。。     
 

 

 

※※※※    今週今週今週今週のののの歴史探訪歴史探訪歴史探訪歴史探訪はおはおはおはお休休休休みしますみしますみしますみします。。。。    

 

 

 

 

 

 

 

５５５５．．．．    「「「「決議決議決議決議２３２３２３２３－－－－３４３４３４３４」」」」についてについてについてについて    

 社会奉仕に関する１９２３年の声明と

して「手続要覧」に掲載されている。１

９２３年セントルイス国際大会に提出さ

れた第３４号議案は、なぜ決議２３－３

４で重要なのか？それはロータリーにお

ける全ての活動の指針であるから。 

ロータリーの奉仕理念を定めた唯一の

ドキュメント（記録・文献） 

   「Ideal  of  Service」 

・ ロータリーは基本的にはひとつの人生

哲学である 

・ 利己的な欲求と利他の感情の間の葛藤

を和らげる哲学である 

６６６６．．．．    ⅠⅠⅠⅠ    ｓｅｒｖｅ．ｓｅｒｖｅ．ｓｅｒｖｅ．ｓｅｒｖｅ．    ＷＥＷＥＷＥＷＥ    ｓｅｓｅｓｅｓｅ

ｒｖｅｒｖｅｒｖｅｒｖｅについてについてについてについて    

 根本的には、人間は自己のために利益

を得たいという欲望がある。しかし、一

方では人様のために尽くしたいという良

心がある。この欲望と良心の争いをうまく調和させるのが、「ロータリー

の哲学」である。この哲学は「Service Above Self」 超我の奉仕「He  

Profits Most Serves Best」 最もよく奉仕する者は、多く報いられる、

実践的倫理の原則に基礎をおいたものである。 

 ロータリー精神とは、ロータリアン一人ひとりが、他の人の立場にな

ってものを考え、役立つような行動をとること。「思いやりの心」がロー

タリー精神であり、ロータリーの奉仕はそこから出てくる行為であると

思います。又、「「「「ロータリークラブロータリークラブロータリークラブロータリークラブはははは奉仕奉仕奉仕奉仕するするするする団体団体団体団体ではなくてではなくてではなくてではなくて、、、、奉仕奉仕奉仕奉仕するするするする

人人人人々々々々のののの集集集集まりまりまりまり」」」」です。 

※ライオンズクラブについて 

 メルビル・ジョーンズが、ロータリーを 

退会し、出来るだけ儲けてその利潤で大勢

の人を集めて、社会奉仕をやったほうがい

いと考えた。即ち、クラブ全員の力を結集

して、地域社会へ奉仕活動するのが趣旨で、

個人ではなく、クラブとしての活動を旨と

している。即ち We  Serve である。クラブで、または上位で決めて金

を集め奉仕活動をする。 

ロータリーは、我々一人ひとりが職業を通じて社会に奉仕することに

よって、世の中を明るくすることが目的で、即ち I Serve である。 

個個個個々々々々ののののロータリアンロータリアンロータリアンロータリアンがががが職業職業職業職業をををを通通通通じてじてじてじて奉仕奉仕奉仕奉仕しようしようしようしよう。。。。これがこれがこれがこれがロータリーロータリーロータリーロータリーのののの    

奉仕奉仕奉仕奉仕であるであるであるである。。。。    

７７７７．．．．    まとめまとめまとめまとめ    

１１１１．．．．職業奉仕職業奉仕職業奉仕職業奉仕はははは、、、、職業職業職業職業をををを通通通通じてじてじてじて社会社会社会社会にににに奉仕奉仕奉仕奉仕することでありすることでありすることでありすることであり、、、、全全全全てのてのてのてのローローローロー

タリータリータリータリーのののの奉仕活動奉仕活動奉仕活動奉仕活動のののの基礎基礎基礎基礎となるものであるとなるものであるとなるものであるとなるものである。。。。    

２２２２．．．．職業奉仕職業奉仕職業奉仕職業奉仕ははははロータリーロータリーロータリーロータリーではではではでは、、、、あくまであくまであくまであくまで    

I ServeI ServeI ServeI Serve でありでありでありであり、、、、1987198719871987 年年年年よりよりよりよりⅠⅠⅠⅠ Serve  Serve  Serve  Serve にににに加加加加えてえてえてえて We  ServeWe  ServeWe  ServeWe  Serve にににに変変変変わりわりわりわり

つつあるがつつあるがつつあるがつつあるが、、、、そのそのそのその根底根底根底根底にあるものはにあるものはにあるものはにあるものは、、、、やはりやはりやはりやはり I ServeI ServeI ServeI Serve であであであでありりりり、、、、個個個個々々々々

ののののロータリアロータリアロータリアロータリアンンンンがががが自自自自らのらのらのらの職業職業職業職業をををを通通通通じてじてじてじて、、、、道徳的道徳的道徳的道徳的なななな倫理観倫理観倫理観倫理観をををを高高高高めてめてめてめて、、、、

社会社会社会社会にににに奉仕奉仕奉仕奉仕することにあるということであるすることにあるということであるすることにあるということであるすることにあるということである。。。。    

 

 

職業奉仕職業奉仕職業奉仕職業奉仕のののの四四四四つのつのつのつの反省反省反省反省    
１． 顧客に対して 

最上最上最上最上のののの品質品質品質品質、、、、最高最高最高最高ののののサービスサービスサービスサービスをしているかをしているかをしているかをしているか。。。。    

常常常常にににに正直正直正直正直とととと親切親切親切親切をををを旨旨旨旨としているかとしているかとしているかとしているか。。。。    

２． 従業員に対して 

彼等彼等彼等彼等のののの長所長所長所長所をををを充分充分充分充分にににに認認認認めめめめ、、、、かつそれをかつそれをかつそれをかつそれを買買買買っているかっているかっているかっているか。。。。    

安全安全安全安全でででで快適快適快適快適なななな職場職場職場職場をををを確保確保確保確保しているかしているかしているかしているか。。。。苦情苦情苦情苦情にににに対対対対してしてしてして公平公平公平公平にににに処理処理処理処理してしてしてして

いるかいるかいるかいるか。。。。自自自自らららら誠実誠実誠実誠実、、、、正直正直正直正直、、、、善意善意善意善意のののの手本手本手本手本をををを示示示示しているかしているかしているかしているか。。。。    

３． 競争者に対して 

公正公正公正公正なななな態度態度態度態度でででで接接接接しているかしているかしているかしているか。。。。行動行動行動行動をををを以以以以ってってってって誠実誠実誠実誠実をををを感銘感銘感銘感銘させているかさせているかさせているかさせているか。。。。

彼等彼等彼等彼等とともにとともにとともにとともに事業事業事業事業のののの水準水準水準水準をををを高高高高めるめるめるめる努力努力努力努力をしているかをしているかをしているかをしているか。。。。    

４． 協業者に対して 

公平公平公平公平でででで且且且且つつつつ友情友情友情友情にににに満満満満ちたちたちたちた関係関係関係関係をををを保保保保っているかっているかっているかっているか。。。。    

いつもいつもいつもいつも支払支払支払支払いをよくしているかいをよくしているかいをよくしているかいをよくしているか。。。。    

 

  

 

 

 

2009200920092009－－－－2010201020102010年度年度年度年度    ｸﾗﾌｸﾗﾌｸﾗﾌｸﾗﾌﾞ゙゙゙ﾃｰﾏﾃｰﾏﾃｰﾏﾃｰﾏ            結 束結 束結 束結 束 しししし 、、、、 未 来未 来未 来未 来 にににに 向向向向 か お うか お うか お うか お う ！！！！     

職業奉仕職業奉仕職業奉仕職業奉仕へのへのへのへの取取取取りりりり組組組組みみみみ     


