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会長卓話 

 

長谷川 真也 会長 

本日の卓話は、年賀状について卓話します。まずは、

皆様年賀状有難うございました。毎年、250 枚ぐらい

の年賀状が来ますがロータリー関係で来るのが 80枚

ぐらいです。昨日お年玉年賀はがきの抽選をチェック

したらロータリー関係者からの年賀状には、当たりが

なかったです。今日は年賀状の歴史について卓話を

します。年賀状の歴史は古く、平安時代までさかのぼ

ります。年の初めにお世話になった人や、親族の家

をまわって挨拶をする「年始回り」の習慣も広まりまし

た。江戸時代になると付き合いが広くなり、書状で挨

拶を済ませることが増えていきます。新年を祝う書状

を届けるには飛脚が活躍しました。また、この頃に玄

関に「名刺受け」を設置し、不在時にはお祝いの言葉

を書いた名刺を入れてもらうという簡易スタイルも登場。

現在でも仕事の年始回りでは「謹賀新年」など賀詞入

りの名刺を使うことがありますね。このように、年始回り
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を簡略化したものが年賀状のルーツだといわれてい

ます。年賀状を出すことが一般に広がったのは、明治

４年(1871 年)の郵便制度開始がきっかけ。明治６年

(１８７３年)に郵便はがきの発行が始まり、明治２０年

(１８８７年)頃には年賀状も激増しました。元旦の消印

を狙って年末に投函する人も増え、郵便局員たちは

文字通り、不眠不休で消印作業にあたり、押印担当

者が右手はマメで腫れ上がるほどだったらしいです。

そこで取り入れられたのが、現在と同じように年末の

内に受け付けて元旦に配達する年賀郵便の特別取

扱いです。明治３２年(１８９９年)に導入され、徐々に

全国に広がりました。その後、お年玉付き年賀はがき

が昭和２４年(１９４９年)１２月から発行されるなどして、

すっかり国民的行事になった年賀状。明治３８年(１９

０５年)には約１億枚だった年賀状も約３４億枚まで増

えました。お年玉付き年賀はがきの初回特賞はミシン。

その後は、電気洗濯機、電子レンジ、ビデオテープレ

コーダーなどが賞品として用意され、最近では国内

外の旅行や液晶テレビなども並びました。平成２６年

(２０１４年)から１等の賞品が現金になっているのは、

個人の好みが多様化している世相を反映していると

いえそうです。このお年玉くじ付きという発想は、官で

はなく、民から出たもの。京都在住の全くの民間人、

林正治氏(当時４２歳)が、「年賀状が戦前のように復

活すればお互いの消息もわかり、うちひしがれた気分

から立ち直るきっかけともなる」と考え、このアイデアを

思いつきます。≪年賀状に商品の当たりくじを付ける

≫≪料金には寄付金を付加し社会福祉に役立てる

≫林氏は、そのアイデアをもとに、自ら見本のハガキ

や宣伝用のポスターまで作り、郵政省に持ち込みま

す。郵政省の会議では「国民が困窮している時代に、

送った相手に賞品が当たるなどと、のんびりしたこと

を言っていられる場合じゃない」との反論もありました

が、紆余曲折を経た後、採用が決定。世界にも類を

見ない制度が実現するのです。平成に入っても増加

を続けた年賀郵便は平成９年(１９９７年)の約３７億通

をピークに停滞ないし、微減傾向が続いています。こ

れは、景気の長期低迷が続いたことや、インターネッ

トの普及により電子メールが盛んになったことなど、

様々な理由が考えられます。しかし、現在でも国民 

１人あたり約３５通の年賀状が出されています。 

 

幹事報告 

 

大島 直幸 幹事 

・地区より 

第 30回インターアクト協議会および、韓国訪日団 

歓迎会の開催について、期日は平成 30年 2月 4日 

場所は川口市立南平文化会館にて行われます。 

・越谷南RC、越谷東RCより 1月の例会予定が届い

ております。 

・来週は IM・第 8グループ合同新年会です。 

平成 30 年 1 月 25 日「ギャザホールにて」行われま

す。 

 

3分間ロータリー情報 

 

大熊 正行 会員 
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職業奉仕はロータリーの根幹をなす思想であり、ロー

タリー活動の原点であります。一方で、職業奉仕に対

する捉え方は十人十色であり、様々な方がこの奉仕

を語っております。職業奉仕は「理解しにくい」、「掴

みどころが無い」、或いはクラブにおける職業奉仕委

員会の仕事は「何をしていいか分からない」等々言わ

れております。職業奉仕はロータリーの特徴を良く表

す奉仕活動といわれます。職業倫理を高める事故研

鑽と、事故の職業を他者、つまり顧客、従業員、協力

企業へ還元する奉仕があるというように考えると理解

しやすいといわれております。(売り手よし、買い手よ

し、せけんよしの三方よしの考え方と同様？)「奉仕」と

いうと無償で尽くすこと、お客様のために商品、或い

はサービスを安価に提供すること、というように理解さ

れ、「職業奉仕は解りにくい」と考える方々もいます。

「職業奉仕」とは、高い専門的能力と倫理観、道徳観

を持ち仕事を行い、仕事を通して顧客、ひいては社

会に貢献する。結果として取引先や地元地域などで

の信用や信頼を得て事業は発展し、それを仲間に伝

えることにより更にこの考えが推進されることではない

かと考えます。そしてもうひとつ「ロータリーの目的」や

「４つのテスト」など経営哲学、人生哲学として素晴ら

しいものがあります。「四つのテスト」に関してはこれを

実際に会社で取り入れて社員と唱和している会員企

業もあります。また、一方で硬い表現や難解で意味不

明な字句、日本語訳として明らかに不向きな表現の

数々。それらがロータリーの根本的な部分を余計わ

かりにくくしていた側面もあるかと思いますが最近は

解り易い表現や新たな和訳の取り入れ等、随分と変

化がみられるように感じます。その様な中で日本のロ

ータリアンは比較的正面から「職業奉仕」の概念を受

け止めようと努力してきたと感じます。経済環境や社

会環境が大きく変化する中で事業の継続は厳しさを

増しています。また昨今の不正会計、建築データー

や自動車の計測データーの改ざん、食品偽装等、日

本をリードするべき企業の不祥事(いわゆるコンプライ

アンスの欠如や遵守から逸脱した)が社会問題になっ

ております。このような状況であればこそ、自分の職

業を倫理的、道徳的に向上させるため、奉仕の理想

を学び、実践して、世の中に発信していくことが職業

奉仕を行う人の団体であるロータリーの目的であり、

本質であろうと考えます。 

職業奉仕フォーラム 

 

市川 洋和 職業奉仕委員長 

 これより職業奉仕フォーラムを始めます。まず

「職業奉仕」について今年度地区のセミナーで教

わったことを発表します。ロータリーの目的の一

つは、日々に仕事を通して社会に貢献する為に、

奉仕の心を育て向上することです。奉仕とは他人

のために役立つこと、他人のニーズを満たすこと

を自己の責務として行うことです。ロータリーの

目的は、職業を通して社会のいろいろなニーズに

ほぼ完全な形で満たせるように努力を重ねること

です。それによって、自己の職業の品位と道徳水

準を高め、社会から尊重される存在になる事が出

来ます。今回の職業奉仕フォーラムでは、私たち

ロータリアンの原点である、職業についてと社会

貢献について、そしてこれからの職業奉仕の活動

について、話し合っていただきたいと思っており

ます。 
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大濱委員が大先輩の会員と討論中。 

 

 

鈴木由也会員貴重なご意見ありがとうございます。 

 

 

伊藤会員貴重なご意見ありがとうございます。 

ちょっと緊張聞きですか？ 

 

 

 

 

 

 

 

髙橋忠克会員貴重なご意見ありがとうございました。 

 

 

青木委員が若手会員との討論後のまとめを 

発表している様子。 

 

酒井副委員長のまとめを発表している様子。 

さすが貫禄あり！ 

 

 

 会員の皆様、貴重なご意見およびご協力ありがとう

ございました。             職業奉仕委員会 
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≪職業奉仕フォーラム≫ 

 

議題 1、あなたにとっての職業とは？ 

 

・自分自身のスキルを磨く場であり、他人をどう思い

やりを持って接する事が出来るかを問う場である。 

・生きるための喜び、そして、張り合いがある。 

・たくさんの人と知り合い、多くの知識や、考え方を学

び、自分自身や社会に役立てたい。 

 

議題 2、私たちはどのように社会に貢献してますか？ 

 

・他人や、お客様の立場で考え、奉仕している。 

・各種団体への協力、参加、活動することにより人々

に楽しい時間、夢ある時間を構築すること。 

・自分の仕事を一生懸命やる事での社会貢献。 

 

議題 3、今後、職業奉仕の活動でやりたいことはあり

ますか？ 

 

・会員の職業を活かして子供たちや、困っている人達

に役に立てるような活動がしたい。 

・会員同士の職業の理解を深めるために、例会での

事業紹介などをし、共に利用できるように心掛ける。 

・将来の仕事について考えている子供達に対して、

職業についての質疑応答の場を設けてみたい。 

      

・本日の職業奉仕フォーラム宜しくお願いします。 

 長谷川 真也 

・職業奉仕フォーラムよろしくお願いします。 

                         大島 直幸 

・本日、大間野小学校にて「いのちの大切さ」講座を

ユネスコで開催します。 

                         小林 光則 

 

・本日、所用の為早退します。職業奉仕フォーラムに

参加できずにすみません。 

                         大熊 正行 

・寒いですね！ 

                         会田 謙二 

・橋本さん初司会ご苦労様です。 

                         須賀 篤史 

・本日職業奉仕フォーラムを行います。よろしくお願

いします。 

                         市川 洋和 

・本日欠席します。 

                         堀野 眞孝 

・本年もよろしくお願い致します。 

      小林 光則・佐藤要・髙 瑠美子・青木 清 

 

 

出席報告 

 

会員数            54名 

出席免除者         15名 

出席者            34名 

欠席者            20名 

出席率            62% 
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2017～2018年度 

INTERCITY MEETING 

国際ロータリー第2770地区 

Group8 

 

 

第1部式典 式典 

 

 

ガバナー挨拶 

国際ロータリー第2770地区ガバナー 

大貫 等 

 

 

 

主催者挨拶 

第8グループガバナー補佐 

原 美光 

 

 

 

 

 

東日本大震災被災地植樹事業報告 

越谷北ロータリークラブ会長 

長谷川 真也 

 

 

 

 

 

 

 

第2部 基調講演 

テーマ「日本でいちばん大切にしたい会社のこころ」 

 

 

講師 

法政大学大学院政策創造研究科 教授 

坂本 光司 氏 
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株式会社さくら住宅 代表取締役 

二宮 生憲 氏 

テレビ東京「カンブリア宮殿」に出演 

 

 

 

獅子舞     神明はやし連中   

 

 

 

 

 

第3部新年賀詞交歓会・懇親会 

 

 

大貫ガバナー素晴らしい笑顔ありがとうございます。 

 

 

越谷北RCの大先輩方 

 

 

大熊スマイル発動中 

(まだお酒は入ってません) 
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