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８
月 

日 曜 例 会 演   題 卓 話 者 Page 

３日 水 １６２５回例会 私の忘れられない仕事 杉本政昭会員 1～2 

１０日 水 １６２６回例会 面接について 横山茂樹会員 3～4 

２４日 水 １６２７回例会 就職模擬面接会 坂井農業高等学校 4～5 

３１日 水 １６２８回例会 グラウンドゴルフ例会 霞の郷グランドにて 6 

 
 

『 私の忘れられない仕事 』  
        杉本政昭会員 有限会社杉本石材店 

 

こんにちは、本日卓話をさせて頂きます杉本石材の杉本です。どうぞ宜し

くお願いいたします。 

今日は、私の忘れられない仕事という題ですが、皆さん石材業というと

お墓をまず思い浮かべると思います。勿論そうですが、今日はそれ以外の

仕事で印象に残った仕事を紹介させていただきます。 

お手元に資料が１枚ありますのでそれに基づき進めていきます。 

一つ目の写真は神社の手洗鉢です。手水舎を石で造らせて頂きました。そう

いう点では珍しいかなと思います。  

この仕事は私が２９歳で仕事のことは何でも分かっていたような錯覚をして

いた時期でした。その頃何かと仕事で父と意見が衝突するということも結構あ

り、思うようにしたいけど思うように出来ないストレスの多い時期でした。こ

の時の 初の打ち合わせもお客様と父の話を横で聞いているという、いつもの

パターンだったのですが、この時、お客さんの方から私の気持ちを察してかど

おかは知らないのですが、「あんちゃんに任すで、思う通りにしてみねの」とい

って頂きました。そう言う事で 後まで思い通りにできた、 初の仕事です。このお客さんには大変感謝

しています。この仕事を境に私の意見が父に受け入れられるようになった節目の仕事でもあります。そう

いう意味で私としては忘れられない仕事になりました。 

製品石に限らず、個人で神社に奉納されることも多いのですが、その理由付として、家族、自分の長生

きに感謝して奉納することが多いようです。たとえば 古希、喜寿、８０才代では傘寿、半寿、米寿、９

０才代では卆寿、白寿と年祝いということで節目の年がありますので 皆さんもどうぞ長生きされまして

その年になられましたら、私の顔でも思い出して頂ければありがたく存じます。 

 次に雪見灯篭です。傘の直径３ｍ高さ３ｍあります。１１年前に個人の家の庭

に収めさせて頂きました。これは中国で作ったものですが、通常は品物が港に着

いて工場まで運んでもらい木枠で来ます。それを解体して中身を確認しお客さま

の所へ収めるのですが、大きすぎて特殊なトラックで、直接トラックを施主様の

所へ着け、そこで梱包の木枠を解体してそのまま建てました。写真では見えにく

いですが、正面に彫刻が彫ってあり、もし運搬の時に欠けやすいのですが欠けて

いたらと思いながら木枠を解体し、無事設置完了したときは。ほっとしたのを覚

えています。今は１０尺雪見灯篭の輸入は不可能に近いのではないかと思います。 
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次のこの写真は黒御影の石板に児童達の手形を彫っているものです。 

７年前に平章館２００周年の記念事業の 1 つにとして、平章小学校に木塀

の裏側に５８０枚位張らして頂きました。1 枚の大きさは 25*20*10 の石板で

す。 

 当初は、材料は石ではなくタイルで考えていたらしいですが、タイルでは

焼き物ですのでリアルさに欠けるのと、単価面で合わないので石板を使う事

となりました。加工も手彫りではなくレーザー加工で仕上げる方法もあるの

ですが、単価面でも安くでき、手作業で彫っていく加工となりました。 

 写真は、中国の福建省の町全体が石材産業で成り立っている宗武と言う町

で、女の子が中心となって１枚１枚仕上げています。実際は背中合わせに並

んで 16 人位います。この頃の手間１カ月 13.000 で今は、30.000 円になって

いるそうです。 

 ここでも印象に残った事がありました。手形の原稿が仕上がり、先生の連

絡を受けて取りに伺ったところ、「全生徒の分はないのです。けれども、これ

で進めていってください。宗教上の理由で手形は押せない子供さんが何名か

いるのです。」との事でした 私は「記念事業の 1 つですし、思い出にもなり

ます。子供さんが自分の手形だけがないのは寂しくないのか。」と、思いまし

たが、結局そのまま工事は進んだと記憶しています。先生方の御苦労とか、

何か社会の複雑さを考えさせられた仕事でした。 

後の写真は丸岡城です。２０年以上ぶりの改修工事ということで２００

３年に鴻池組施工した仕事です。林田さんが町長でおられたときで、役場の

人の働きかけとか、地元のしゃく谷石で作る改修工事の 1 部として石瓦の制

作を担当しました。仕事自体は約 6000 枚という丸岡城の瓦の中の 125 ケ所取

り替えるという、どちらかと言うと小さいほうの仕事でしたが、是非ともし

たかった仕事でした。 

絵にもありますように平瓦 30*60、20 枚 丸瓦 15*50、65 ケ 

軒瓦 15 丸、 40 ケ作りました。機械で厚さを切ってから、後は全て曲面加工でしたので、

手で仕上げ、手間がかかりましたが、昔は 初から手でしていたと思うと、昔の人のたい

へんさが身にしみて分かった作業でした。 

 工事中、丸岡城の周囲を足場で囲ってあり、本傍まで外側から屋根を見られるとういこ

とで、下請け業者は許可を取れば出入りできましたので、何回も仕事とは関係なく見に行きました。本当

に丸岡城は素晴らいと再認識した仕事でした 

後にここに 2 冊の本を持ってきたんですが、2 団体から本が出されています。お墓に関する体験談とか

エピソードを一般公募した作品が収められています。目を通したのですが、お墓には様々な思いや、深い

思い入れがある事が分かり心打たれた作品もありました。また、お墓というものは、残された人ために、

たとえば家族、友人の為に、またそんな人の心のよりどころとなっているという事を再認識させられた作

品もありました。この中で私の気に入った作品がありましたので、２つ紹介いたします。その 1 つは資料

の裏にコピーした『あなたはいつもそばにいる-お墓をめぐるちょっといい話から 「墓参りの喧嘩綴」』 

もう 1 つは今から朗読させていただきます。 

 

以上 私の卓話を終わらせていただきます 

 これからも努力を重ねて仕事に精進し、またロータリークラブの一員として人間として成長していきた

いと思っています。どうぞ宜しくお願いします。     ご静聴ありがとうございました。 

 

 

後にお墓に関する体験談とかエピソードを一般公募した本の中の作品を朗読され、お墓というものは、

残された人ために、たとえば家族、友人の為に、またそんな人の心のよりどころとなっているという話が

印象に残りました。 
お墓には様々な思いや、深い思い入れがある事を再認識させられました。お盆ももうすぐです。タイム

リ－なお話でした。（倉田） 
 

お墓にまつわるエピソード集 お墓物語から    「プロポーズはお墓で」 
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『 面接について 』    

横山茂樹 会員 横山社会保険労務士事務所 
今まで面接では、私も、例えば家族構成など何も考えずに聞いておりま

した。例えばだんな様はどこの会社に勤めているかとか、子供さんはどこ

の学校に行っているとか、そのようなことは皆さんも何人も面接をされて

おられると思いますので今までは何の気にもせずに面接をされていたと

思います。が、ここに書いておきました通り色々職業安定法とか、雇用対

策法とか、また憲法の人権の問題とか、それから民法で言うと契約の自由

の問題とか、男女雇用機会均等法とか、いろんな方面からの縛りがあって、要は「今まで本人の適性とか

能力とかが関係しないようなことを面接で聞いていた。」というようなことは、法律の関係で色々とそれは

だめですよ、これはダメですよ、というようなものがでてきております。 

８月２４日、就職模擬面接で面接をいたしますが、 近はそういうことをあまり聞いてはいけないのに、

ロータリーの面接で簡単に聞いてしまうと、やはり問題が出てくる可能性もあります。簡単に書いておき

ましたので是非見ておいていただきたい。質問は、できるだけ本人の能力に関係したこととかこの会社に

雇った場合に仕事に関係するようなことを中心に聞いていただければよいかなと思います。 

私も何年か前に面接で女子学生の方がちょっと嫌な思いをしたという話も聞いたことがあります。また面

接を終えた何人かに聞いてみたのですが、非常に緊張したというようなことも聞いております。非常に緊

張したということは非常に成果があったのかな、だから皆さん仕事を休んでいってもらって成果が出てい

ると思います。面接の仕方で、いままで何気なく聞いていたことにちょっと注意していただいて面接をし

てもらえば良いと思います。 

この会の中で、何回も面接をされて経験のあるかたが経験談としてお話していただくのがよかったと思

います。こういう資料を見ていただいて面接をしていただければと、注意点を書いておきましたのでそれ

を見ていただいて面接を是非お願いしたいと思います。 

一つだけみなさんに問題提起といいますか、お聞きしたいのですが、高校生の面接をいう場面で想定し

て下さい。結婚されても継続して勤めることができますかというようなことを会社としては「永く勤めて

もらいたい」という思いから、「結婚してもできますか」、と聞くことを皆さんはどう考えますか？それは

かまわないと思われますか、それはダメだとおもわれますか。別に問題ないと思います。会社としてはあ

くまでも結婚したらやめてもらうという意味ではなくて永く勤めてもらいたいという意味をこめ、継続し

て勤められるかと面接で聞くという行為です。逆に（面接を受ける人は）とりますかね。結婚したら続け

られませんよ、とこれも注意をしてくださいということで、例えば、結婚したら・・という質問は普通は

女性に聞くんですね。男の人にはそんなことは聞かないですよね。女性の方にそういうことを聞く。そう

すると、男女雇用機会均等法でいうと男と女に対しての差別があるということで、ダメというわけではな

いけれども、そういうこともできるだけ聞かないほうが無難ですよ、ということで私も自分で言いながら

なぜだめなのかな、と思いますが、そういうことまで結構やかましくうるさい話になってきています。あ

まり気にしすぎると面接もできなくなってしまうのですが、家族構成とか、どこに住んでいるとか、本人

の能力に関係しないことはできるだけ聞かないようにするということが言いたかったのです。それで一応

説明とさせていただきます。 

１ページ目の「あなたの信条としていることはなんですか」についてですが、これは例えば座右の銘は

なんですかと聞いても同じことです。私も、面接で家の宗教はなんですかというようなことは聞かれまし

たけど、宗教にしても信条にしても本人の個人のことであって、その会社の仕事には直接関係しないとい

うとこで、家の財産はどうだとか田んぼはどうだとかそんなことも面接で聞いたが、そういうことはだめ

ですよ、ということです。会社は面接するにあたってその人のことを聞くのはいいのではないかと思いま

すが、一応立場上そのようなこともありますと説明せざるを得ません。職業安定法に違反する、そういう

案件でもし事件が起きた場合には罰金をとられることもあるのです。 

高校の面接が終わると、安定所が各会社に調査をいたします。面接はどうだったか、変な質問があった

かどうか、その中で一番多いのは「家族構成を聞かれたこと｣で、毎年データがあります。平成 13 年から

８月１０日（水）１６２６回例会 
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やっていて公には公表はしていませんが、そういうことがみうけられるので文章化するようになりました。

実際、履歴書には家族構成は書かないのです。例えば高校生専用の応募用紙があって会社独自のものはで

きるだけ使うな、とできるだけ統一されたものを使いなさいと、国の指導が入っている。その用紙は、余

計なこと（あなたの信条は）は書かないようになっています。 

 
 
 
 
 

高校生就職模擬面接会 

「ちょっとの勇気でこんなに変われる」 

講師 川崎 葉子さん 

       （坂井市観光アドバイザー） 

 私は３月 11 日までは福島県双葉町に住んでいました。東北大震災

とその後の東京電力福島原発の事故のために故郷に住むことができな

くなって、「日本一短い手紙」一筆啓上賞のご縁でこちらに避難してき

て今は坂井市に住んでいます。 

 今日は接遇について高校生の皆さんにお話しします。 

 人はぱっと見た瞬間の第１印象がとても大事であるといわれてい

ます。第１印象を後から修正するのは大変時間がかかります。 

今から私が挨拶を２回やってみますからどちらの方がよいか見ていて下さい。 

２回目の方が笑顔もよくて、てきぱきしていて、声もやわらかでよいですね。同じ人物が同じことをし

ているのにこんなに違うものです。人の印象は声、話のスピード、アイコンタクト、スマイルによって決

まります。 

アナウンサーの声のスピードは１分間に３００字くらいがよいといわれています。意思疎通ができる間

柄になるともう少し早くしても解るようになります。 

言葉も大切ですが言葉だけで意思疎通できるのはたった 15％程度で、やはり心で接することが大事です。

心を表現するのは眼とスマイルです。笑顔は口もとを挙げて目じりを下げると可愛いとされていますがな

かなか難しいですね。 

先ほど面接のときには試験官の眼を見て話すというアドバイスがあり

ましたがいつも見ているわけではなく、目を合わせる割合は６～7 割程度

がよいとされています。又おじぎは「語先後礼」で挨拶のことばを発して

からお辞儀をするとよいです。又お辞儀は敬愛礼は４５度、会釈は１５度、

敬礼は７５度が標準です。 

人の印象はその他に衣服の色、持ち物などいろんなものによって左右さ

れます。形だけのスマイルや動作をしてもダメでやはり感謝の心が必要で

す。 

さて、今私がつけているブレスレットは福島の心を伝えるものです。私の住んでいた双葉町では津波で

４５人の人が亡くなりました。いまだに遺体が見つからない人もいます。私の主人は歯科医者でしたので、

歯型のカルテから誰かを判断することができます。そんな心をもってこちらへやってきました。 

わたしは普通の主婦でしたが４０歳を過ぎてカルチャースクールを持ち、塾を経営するようになりまし

た。ちょっとした勇気を出して始めた起業ですがその後この経験を書物

に書きあちこちでお話をし、町おこしのお手伝いもするようになりまし

た。今回の地震でこれまでの財産はすべてなくなりましたが、心は伝え

ていきたいと願ってこのブレスレットをつけているのです。今回の震災

で親を亡くし、友達をなくし苦しむ人が多くいます。哀しい話がたくさ

んあります。これからの日本の歴史を作っていく若い皆さんにお願いし

たいことは、この東北の惨状をしっかり見て後世に伝えていってほしい

ということです。 

８月２４日（水）１６２７回例会 
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皆さんはエルトゥールル号事件を知っているでしょうか。１８９０年にトルコ船エルトゥールル号が和

歌山沖で難破したとき約６０人の船員を串本の島の人たちが浜へ導き、着物を与え、食物を与えて助けま

した。このことをトルコ政府は今も感謝して教科書に載せて子供たちに教えているそうです。そして１０

０年後の１９８５年、イラン・イラク戦争のときフセインによって封鎖されたため、多くの日本人が取り

残されてしまいました。その窮状を知ったトルコ政府は２機の飛行機を出して脱出させてくれました。そ

の時危険を顧みず飛行機を出してくれた機長はかってトルコ人を助けてくれた日本への恩返しだといった

そうです。歴史はこのように後世に伝えることによって生かされるのだと思います。皆さんは歴史の証言

者です。どうか困っている現実をきちんと見て、後世の人にしっかり伝え、これからの歴史を作っていっ

てください。 

 

就職模擬面接会  

９時～１０時４５分 ８班に分かれて一人１０分間程度の面接が行われました。 

坂井農業高校 ４３名  丸岡高校 １０名 丸岡高校城東分校 ７名 計６０名 

会員２０名が面接官となって行われました。面接時の評価表は後日、学校を通じて生徒に戻され、今後

の本番に向かって役立てて頂きたいと思います。 
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                                    霞の郷グランド        

今日はグランドゴルフ大会ですが、暑い日と重なり熱中症には十分気を付けてください。具合が悪いと

思ったらクラブハウスに戻り、身体を冷やしたり、水分を取って下さい。決して無理をなさらないように

してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 会員名 スコア 

優勝 林田恒正会員 46 

２位 野澤雄一会員 47 

３位 前川重雄会員 48 

８月３１日（水）１６２８回例会 

グランド・ゴルフ大会

丸岡ロータリークラブ 

会員数：４０名 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  

事務局：〒910-0254 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  

TEL 0776-67-0410 FAX 0776-67－4811 E-mail webmaster@maruoka-rotary.com
クラブ広報委員会 委員長 - 山下健治 会報委員会 委員長 - 小見山修 副委員長 - 倉田教信 

委員 -島田利男・山本雅人・髙倉文寛・水崎亮博・野澤雄一・柿木満雄・杉本政昭・長谷川敬士 


