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語のまま使う方が良いと思われる」と述べて
います。しかしながらその後この意に反し
て、ロータリーでもサービスを奉仕と和訳し
て職業奉仕の言葉が広まりました。「職業サー
ビス」だったら違った解釈になったのかも知
れません。
　ロータリーでの職業奉仕の理論的確立を主
導したアーサー･シェルドンは、相手に対して
思いやりの心をもって接することが顧客を獲
得し、企業の成功の道へ通じると説きまし
た。企業活動に於いて関係するすべての相手
に 思 い や り の 心 を も っ て 接 す る こ と を
Vocational Serviceと定義したのだと思いま
す。最近は無料を売り文句にする宣伝もあり
ますが、思いやりで無料にしているわけもな
く、商売に無料はあり得ないのだと思いま
す。私たちは本来の職業奉仕の理念の下に、
商品やサービスに自信とプライドをもって企
業活動を行いたいものです。
　皆さんは、この「サービス」という言葉を
どう解釈されますでしょうか。

◯ロータリーソング「我らの生業」
◯例会風景

	 会長　富永　雅弘
　1月は「職業奉仕月間」です。
よく職業奉仕は難しいという話
を聞きますが、これは多分に日
本での「奉仕」の概念とアメリ
カでの「サービス」の概念との
整合性にあるのではないでしょうか。職業奉
仕の原語は「Vocational Service」です。
　このサービスという概念は本来奉仕よりも
広い概念で、「相手のためになる行為」という
程の比較的大まかな意味合いだと言えます。
テニスや卓球などのスポーツでも、サーブを
行う側と受ける側で攻守の優劣はあるにせ
よ、両者に上下の区別などはありません。現
在ではサーブを武器にして攻める事が当たり
前になっています。しかし、当初は試合を進
めるために、相手が打ち返しやすいサーブを
行っていたようです。
　サービスを行う側と受ける側に上下の関係
はなく、ましてや「無料」という意味合いなど
ありません。職業奉仕の理解に於いて、医師
が無料の診療を行ったり、弁護士が無料の法
律相談を行うことが職業奉仕であるなどとい
うのは誤解であり、これは「奉仕＝無料」の
概念があるからであり、サービスを奉仕と和
訳したことからくるのだと思います。
　この「サービス」という言葉を日本語に訳
するに際し、米山梅吉さんは、1929年の第1
回地区大会で、「翻訳もいろいろ試してみた。
しかしこの翻訳は大変に難しい。第一にサー
ビスという言葉自体が実に難しい。だから英
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	 囲碁･将棋同好会幹事　平尾　幸一
囲碁･将棋大会開催のお知らせ
　中澤  剛 西部方面混成団長兼
ねて相浦駐屯地司令をお迎えし
て、囲碁将棋大会を開催いたし
ます。日時は、2月10日㈯ 17時
より、いけ州博多屋で開催します。この大会
には、団長が増本パスト会長に2連勝するか否
かがかかっています。団長が参加する最後の
大会になるかもしれませんので、多数の皆さ
んの参加をお願い致します。

ロータリー情報・文献記録委員会
	 委員長　大神　邦明
職業奉仕について
　私はロータリークラブに入会
し、33年が経過しました。
　クラブには、クラブ奉仕・社
会奉仕・国際奉仕等の委員会が
ありますが、私がロータリーを
33年間も継続してこられたのは、職業奉仕とい
う言葉とその意味合いを知ることにより、年を
追うごと、会社の業務における次なる挑戦の中
でそれを生かしてこれたことによります。
　週に一度のロータリーライフの中で多方面の
知恵と知識を得ましたが、それは自己の職業の
前進へとつながる考え方の変化を与えてくれ、
多角化事業を実現した現在は、全国に種々の事
業展開をすることが基本となりました。
　究極はロータリアンによる自己の専門分野・
職業での奉仕が世の中への最大限の貢献となる
ことであり、それは人類の進歩にもなり得ると
思います。  
　これは「ロータリーの友 1月号」に書いて
あった事ですが、四つのテストの文中での「み
んな」を「自分が関わる人達」と置き換えて考
えれば、この意とするところが明確に強靭と
なり理解も深まります。
四つのテストの進化版
　1．真実かどうか
　2．自分の関わる人達に公平か
　3．好意と友情を深めるか
　4．自分の関わる人達のためになるかどうか

 幹事　坂元　　崇
１．国際ロータリー日本事務局　経理室
　 2018年2月のロータリーレートは、
　1ドル＝110円です。(参考：1月＝114円）

２．第2740地区ガバナーエレクト
	 福田　金治さん
　 国際協議会会場より 2018〜2019年度テー

マ発表 絵葉書が届いております。

３．第2740地区「ロータリーの友」地区代表委員	
	 北島　恭一さん
　 「 ロータリーの友」より植樹活動の写真等

ご提供のお願い
　　締め切りは入稿期限も踏まえ、4月8日㈰

■親睦活動委員会	 廣瀬　章博
　去る1月24日㈬に開催されま
した長寿祈願祭並びに祝賀会に
おきましては、6名の賀寿者の
皆様をはじめ、多くの皆様にご
出席を賜り、誠にありがとうご
ざいました。あらためまして賀寿者の皆様の
お健やかな一年をお祈りしたいと存じます。

■地区研修・協議会実行委員会
	 委員長　長島　　正
地区研修・協議会組織図の配布
について
　本日皆様のもとへ配布致しま
した資料は、2018年4月15日
㈰、ホテルオークラJRハウステ
ンボスで開催されます「地区研修･協議会」に
向けての佐世保RCとしての組織図です。
　2月18日㈰の地区チーム研修セミナー、3月
18日㈰の会長エレクトセミナー（PETS）に引
き続き、「地区研修・協議会」が開催されま
す。11月16日㈮、17日㈯に行われます地区大
会にもつながるこの組織です。今後、福田ガ
バナーエレクトをクラブが一丸となって支えて
いく為にも、皆様のご協力をよろしくお願い
致します。

委員会報告

囲碁・将棋同好会より

ロータリー３分間情報

幹 事 報 告
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　このように置き換えたら、ロータリーの基
本的目的のある一つが見えて理解が深まると
思います。
　ロータリアンは他分野や種々の奉仕につい
て体感し、それを活かして自己の専門分野に
おける職業奉仕で貢献をしていくことが、そ
の本領ではないかと考えます。

	 親睦活動委員会　安福　竜介
○結婚記念月のお祝い
　廣瀬　章博・みどりさん ご夫妻（11日）
　田中丸善保・栄子　さん ご夫妻（19日）
　川添　秀則・朋子　さん ご夫妻（20日）
　米倉洋一郎・幸子　さん ご夫妻（31日）

	 親睦活動委員会　福田　金吾
富永　雅弘会長、坂元　　崇幹事
池田　真秀副幹事、米倉洋一郎さん
筒井　和彦さん、福田　金治さん
山縣　義道さん、増本　一也さん
松尾　　貴さん、大久保利博さん
古賀　　巖さん、円田　浩司さん
納所　佳民さん、西田　勝彦さん
平尾　幸一さん、有薗　良太さん
梅村　良輔さん、石田　謙二さん
松尾　文隆さん
　黒木政純さんの卓話に期待してニコニコし
ます。

岡　　英樹さん、米倉洋一郎さん
　先週は長寿祈願祭、祝賀会を催していただ
き、ありがとうございました。

慶　　　祝

長富　正博さん
　今月はいろいろありまして、なかなか出席
かないませんでした。誕生月のお祝いと還暦
のお祝い、ありがとうございました。

田中丸善保さん、米倉洋一郎さん
廣瀬　章博さん、川添　秀則さん
　結婚記念月のお祝いありがとうございます。

	 ソングリーダー　黒木　政純

「かあさんの歌」合唱　　作詞・作曲：窪田　聡

1958年（昭和33年）に発表された日本の童謡・歌曲。
歌詞の中には、窪田聡が家出当時に母から届いた小
包の思い出や、戦時中に疎開していた長野県信州新
町の情景が歌い込まれている。

「○○は体の窓である
　　−	私のanocolo修業	−」

　会員　黒木　政純さん
　（くろき医院　院長）

　私の故郷は、宮崎県の過疎の山村であり、
今年88歳の父はまだ村の診療所で外科医をし
ています。私も外科医を志し、九州大学の第
二外科に入局しましたが、医局のコースから
ドロップアウトし、1990年（平成2年）に北海
道の過疎地 中頓別町の国保病院に勤務しまし
た。その時に中頓別ロータリークラブに約3年
間所属したことが、ロータリー生活の第一歩
でしたが、未熟なロータリアンでした。
　その後、1993年（平成5年）に九州に戻り、
熊本の高野病院で大腸肛門の専門医を歩み始
め、25年目になります。そろそろ開業しよう
と考えていた時に、佐世保の澤田先生が後継
者を探していることを聞き、2002年（平成14
年）にまったく縁のない佐世保にやって来まし
た。さわだ医院を承継し、その後くろき医院
に改名、肛門科と消化器科（現在は肛門外科と

卓　　話

ニコニコボックス

ニコニコボックス 本日合計 　27,000 円

 累　　計 715,000 円

◇

歌の時間



（4）

クラブ会報委員会 委 員 長　筒井　和彦　　 委　員　田中　信孝 ・ 中川　知之 ・ 西田　勝彦
副委員長　德川　晃尚　　 　　　　木下　貴夫 ・ 中嶋　　徹 ・ 川添　秀則

（今週の担当：田中　信孝）
（カメラ担当：川添　秀則）

消化器内科）を標榜、2008年（平成20年）に現
在地に移転しました。移転する際に、それま
で17床だったベッドを、思い切って5床に減
らしました。2005年（平成17年）に日本の肛門
科にとって画期的な注射薬（ジオン注）が発売
されたことがきっかけです。
　肛門の3大疾患は、痔核（イボ痔）、裂肛（キ
レ痔）、痔瘻（アナ痔）ですが、従来は根治手術
を受ける患者さんは1〜2週間入院するのが当
たり前でした。このジオンは、根治手術でし
か治らないレベルの痔核を注射療法（硬化療
法）だけで治癒させることが出来、しかも日帰
り入院を可能にしたのです。ほとんど痛みも
なく、翌日から仕事も出来るので、患者さん
にとっては朗報です。しかし、ジオンを取り
入れた医療施設は、外来患者さんは増える
が、一気に入院患者さんが減るという事態を
招いたので、肛門科にとって経営戦略の一大
転換期となりました。さらに、他の裂肛や痔
瘻も同様に短期入院で手術して、早く社会復
帰ができるように、手術方法に工夫を重ねて
いき、根治手術の平均在院日数を11日から2.6
日まで減らすことができました。
　肛門疾患（痔）は生活習慣病と言えます。食
事、飲酒、排便習慣、仕事、ストレス、過労
などの長年の生活習慣が蓄積して痔を招くこ
とが多いのです。また、加齢や体質、女性の
場合は妊娠・出産など避けることができない
要因もあります。痔の改善、予防のために
は、食事は食物繊維のものを摂り、香辛料を
減らす、暴飲暴食を避け、アルコールはほど
ほどにすることが大切です。排便は、便秘・
下痢をしないように、硬い便でいきんだり、
トイレに長く座ることも良くありません。長
時間の座り仕事、立ち仕事には休憩を挟むよ
うにし、過労や睡眠不足にならないように、
適度な気分転換を図りましょう。冬場は冷え
ないように気をつけて、入浴で温めましょう。
　そして、何より大切なのは、肛門に異常を
感じたら、恥ずかしがらずに早めに肛門科を
受診してください。軽症の段階では薬の治療
だけで治ることも多いのです。また、その際
に大腸の検査をすることもお勧めします。本

＊2月  例会卓話者予定＊ 

２月14日　会員卓話  岩㟢　友晴さん
 （九州電力㈱相浦発電所　所長）

２月21日　第67回創立記念日例会
　　　　　会員卓話  松本　英介さん

２月28日　会員卓話  赤木　征二さん
（JR九州ハウステンボスホテル㈱　代表取締役社長）

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊

日時／2月20日㈫（テスト期間中の為）休会

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊
日時／2月8日㈭　19:00（食事）〜　〔予定〕
会場／ホテルオークラJRハウステンボス

日時／2月24日㈯　11:00（食事）〜　〔予定〕
　　　役員交代式
会場／長崎国際大学 食堂2階

＊ 西海学園IAC、長崎国際大学RACにご出席されますと、
メークアップにもなりますのでご活用ください。

＊ RACへご出席される方はお食事の要・不要の確認を
いたしますので、事務局までお知らせください。

人が痔と思っていて、直腸癌だった例がたく
さんあります。
　肛門は体と心の窓です。私は、肛門から患
者さんの健康を維持していくことに努めてい
きます。一穴入魂！


