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皆様、こんにちは。本日は今年初めての通常例

会となります。 

今月は職業奉仕月間となります。国際奉仕や社

会奉仕は言葉としてよくわかる。イメージとして

自然と理解ができますが、この職業奉仕が一番難

しいように思います。 

例えば、弁護士が市民相手に無料相談会をする。

とか、お医者様が無医村に出向いて無料で診療を

するといった行為が職業奉仕かと思われますが、

これは立派な行為ではありますが社会奉仕である

とロータリーの本には書いてあります。ロータ

リーの歴史を読むとよく、職業奉仕をしっかり

やって商売繁盛し儲かったような話がよく出て参

りますが、本業そっちのけで奉仕活動ばかりして 

いては、会社傾くのではないでしょうか。 

職業奉仕がわかりにくいのは、元々米国で生まれ

た、Vocational Serviceという言葉を職業奉仕と訳

したことにあるのかもしれません。 

「奉仕」という言葉には１．仕え奉ること２．自

己の利益を度外視して長上のものや公共のために

つくすこと。といった意味がありますが、英語の

「サービス」はもっと広い概念を持っていて「他

のものすべてのためになる行為」上も下もなく、

公共も含めてまわりのすべての人のためになる善

良なる意思を持った行為全般といった意味合いを

持っております。職業vocationという言葉には、

天職、天から与えられた、神様から与えられた世

の中のためになる職業という意味が込められてお

ります。よく言いますように、職業に貴賎はなく

役に立たない、世の中のためにならない職業はな

いということです。 

色々な職種、専業がございますがそれぞれの職業

を、愚直に一生懸命こなすことが、世の中に対す

る素晴らしいサービスにつながっていると思われ

ます。それこそがロータリーでいうところの職業

奉仕ではないかと私は考えます。 

皆さん、ご存じの四つのテスト１．真実がどうか

２．みんなに公平か３．行為と友情を深めるか

４．みんなのためになるかどうか。は私どもロー

タリアンの内輪の標語だけではなく、職業奉仕の 



 

１、日本Ｒ財団会より感謝状  

１、ハイライトよねやま２２６号受信 

１、地区事務所より５件受信 

１）地区大会の案内リーフレット配布 

  日時：４月 １４日（火）点鐘：１０時～１６：４０ 

   場所：本庄市民文化会館   

 ２）クラブを成功に導くリーダーシップ会長編 

 ３）地区役員派遣依頼 

    １月３１日 ガバナー補佐会議 

    ２月２７日 地区チーム研修 

    ３月１０日 ＰＥＴＳ 

    ５月１９日 地区協議会 

 ４）第３回クラブ奉仕部門セミナー開催の案内 

    日時：２月２４日（日） １３時 

    場所：紫雲閣 

 ５）ライラデー開催の案内 

日時：２月１１日（月）登録：１０時 

点鐘：１０時3０分～１６時  

場所：「ウェスタ川越」   

１、第２グループ第５回会長幹事会の案内 

   日時：１月２３日（木） １８時 

   場所：ベルセゾン「吉祥」 

   会費：３，０００円 

１、新座市暴力排除推進協議会・新座市犯罪被害 

  者支援推進協議会合同研修会の案内 

 

「招待親子ボウリング大会」出席のお願い 
 

 恒例の「招待親子ボウリング大会」を下記の通

り行います。何かとご多忙の事と存じますが、ご

協力下さいますよう宜しくお願い申し上げます。 

 日時：２月２４日（日）  点鐘１０：００       

 集合：９時５０分 スタート １０：３０（２ゲーム）  

      食事 １２：３０からホールにて 

    社会奉仕委員会の方は９：４０ 時間厳守 

 会場：ＣＫ ＢＯＷＬ ＮＩＩＺＡ ６Ｆ   

       ＴＥＬ ０４８－４７９－７４１１   
     駐車場完備 

         

社会奉仕委員会     委員長 神谷 億文    

委員会報告 

表彰 Ｒ財団寄付金     

    

岡野元昭会員にマルチプルＰＨＦ２回目 

大塚雄造会員にＰＨＦ感謝状及びバッジ贈呈  

 

活動指針として日々仕事をしてゆく上での行動指

針、ポリシーとしてゆきたいものです。 

 本日は、森会員と髙𫞎会員に卓話を頂戴いたし

ます。自らのお仕事について熱く語っていただ

き、職業奉仕とのリレーションを皆様に感じて頂

きたいと思います。宜しくお願い申し上げます。 

幹事報告 幹事 鈴木 明子 

 

  日時：２月５日（火）13時半から１６時  

  場所：新座市民会館会議室 

１、朝霞青年会議所より賀詞交歓会来席のお礼状 

１、西那須野・志木柳瀬川各ロータリークラブよ 

  りクラブ週報拝受 



 

 

職業奉仕月間に因んで  

 

松岡 昌宏会員 森会員、髙𫞎会員、本日卓話宜

しくお願いします。 

鈴木 明子会員 岡野委員長、森会員、髙𫞎会員

本日は、宜しくお願い致します。 

大塚 誠一会員 インフルエンザが流行っていま

す。うがい、手洗いやりましょう、 

森田 輝雄会員 「ＩＭ」宜しくお願いします。  

髙𫞎 遼太会員 本日の卓話、拙い話ですが宜し

くお願いします。 

神谷 稔 会員・金子 幸男会員・岡野 元昭会員

宮川 勝平会員・吉原 良一会員・萩原   勇 会員

神谷 浩一会員・本木 英朗会員・神谷 億文会員 

石原 勇介会員・小泉 哲也会員・森  克己会員 

『岡野委員長、森会員、髙𫞎会員、本日の卓話楽

しみにしています』 

 新座駅前で社会保険労務士モリ事務所を開業し

ている森克巳です。 

社会保険労務士を略して「社労士」といいます。

皆様方の中には、既に社労士を使っている方もい

らっしゃるかと思いますが、あまり社労士に馴染

みがない方もいると思いますので、簡単に業務内

容を説明させていただきます。 

業務内容は、大きく分けて「手続き業務」と「相

談業務」の二つです。 

「手続き業務」というのは、従業員の社会保険や

労災などの公的な保険制度の手続きを会社に変

わって代行するというものです。大企業であれ

ば、そのような手続き業務も総務部や人事部など

の専門部署があって処理できるのですが、中小企

業になると経営者自らがそのような手続きまで行

わなければならない場合が多いので大変です。そ

こで、我々のような社労士という専門家が経営者

から依頼を受けて手続き業務を代行しているので

す。 

「相談業務」というのは、従業員の「労務管理」

についての相談です。 

特に多いのが、労使間のトラブルについての相談

です。とかく、経営者と従業員は利害が対立しが

ちで、少しのすれ違いが、大きな亀裂を生じさせ

てしまい、トラブルへと発展してしまいます。ト

ラブルになったときに最も痛いのが、会社側に法

律違反があったときです。 

特に多いのが、「残業代」のトラブルです。元従

業員が退職後に、在職中の残業代が未払いであ

る、あるいは不足していたので差額を払えといっ

て請求してくるケースです。「パワハラ」に関す

る相談も増えています。 

トラブルといえば、弁護士さんを最初に思い浮か

べるかと思いますが、労使間のトラブルについて 

スマイル報告 

親睦活動委員会    委員 神谷 浩一    

 皆様、今日は。職業奉仕委員長の岡野です。 

今月は職業奉仕月間です。月間にに因んで、会員

卓話を森会員と髙𫞎会員の二人に、自分の職業を

通して、ピーアールをしながらの卓話をお願いし

ておりますので、理解して自分の事業に役立てて

戴きたいと思います。 

                  職業奉仕委員長 岡野 元昭   

職業奉仕月間に因んで   森 克巳 
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３１日（木） 例会取消 定款による 

２／７（木） 通常例会 「月間に因んでｏｒＩＭ」 

１４日（木） 通常例会 「ＩＭ」予行練習 

１６日（土） 移動例会 「第２グループ ＩＭ」ベルセゾン 

２１日（木） 例会取消 「第２グループＩＭ」に振替 

24日（日） 移動例会 「招待親子ボウリング大会」        

 委員長 神谷 稔 出席報告 １・２月のプログラム  委員長 宮川 勝平 

☆例会出席は 会員の義務です 

欠席の場合はＭａｋｅ ｕｐをしましょう 

★「ＩＭ」にご協力をお願い致します。 

★下期会費納入のお願い 

   会   費：１２０，０００円  

   納入締切：２０１９年１月３１日 

クラブからの連絡 

出席 ２１名 欠席 ４名 

出  席  率 ８４．００％  

修正出席率 例会取消 
会員数３０名 

（免除者５名） 

H３１.１.１７ 

 

 様々なお客様の要望に応えながら誠実に業務を

行うことにより徐々に業実の幅も増えて参りまし

たので、ワンステップで解決できる事務所体制を

構築し、より高いレベルのサービスが提供できる

ように尽力しております。  

 当法人では司法書士業務をサービス業と捉え、

お客様の視点から、何を求められているか、何を

したら満足して頂けるのかを日々試行錯誤しなが

ら業務に取り組んでおります。 

 私達は、お客様との打ち合わせを重視し、個々

の案件ごとに最適な解決・処理方法を提案する努

力を惜しみません。「お客様と誠実に向き合い、

お客様にとって最適なリーガルサービスの提供す

る」が当法人のモットーです。お客様に、「明成

法務司法書士法人に来て良かった」と言って頂け

るよう精進していく所存です。どうぞ宜しくお願

い申し上げます。 リーフレット代表挨拶より抜粋      

職業奉仕月間に因んで   髙𫞎 遼太 

 

 明成法務司法書士法人は、２００９年に開設し地

域に根差した法務書士事務所として皆様にご愛顧

頂いておりました。現在は東京都と埼玉県を拠点

としてサービスをスピーディーに提供できるエリ

アの拡大をし、お客さまにもよりご満足いただけ

る環境をご用意しました。 

 

「第２グループ IM」出席のお願い 

 テーマ 『想いを繋ぎ地域の発展を』         

 日時：２月１６日（土）登録１３時 点鐘１３時３０分   

   ご参加ご協力の程宜しくお願い申し上げます  

                    ガバナー補佐 森田 輝雄   

 

は社労士も専門分野ですのでお役にたちます。弁

護士さんは裁判で戦いますが、社労士は「トラブ

ル」の予防と裁判になる前の段階で円満解決をお

手伝いします。 

新座ロータリークラブでお世話になっている皆様

には、無料で相談に応じますので、お気軽に声を

かけてください。ご清聴いただき、ありがとうご

ざいました。 


