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讃えよう地域を！クラブを！会員（自分も）を！
ロータリーとの出会いに感謝！
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会長報告 齊藤憲生会長
　みなさん、こんにちは。会長報
告をいたします。
　帯広もようやく帯広らしい寒い
日が続くようになりました。ただ
雪が降りません。来週の金曜日か
ら氷祭りが始まります。開催はされるのでしょうが、
余りに雪が少ないので、どうなんでしょうか。
　今日は臭いの話しを致します。
　私は、最近、髪の毛が少なく細くなってきて、診
療中は帽子をかぶっております。外出する時は必ず
シャンプーをし、歯を磨き、歯肉を磨き、ベロを磨き、
最後に洗口剤を使用して完了です。それでも、歯医
者さん特有の臭い（オキシフルかFCの臭い）がする
らしいのです。これは恐らく体臭となってしまった
ようなもので、取れないのかもしれません。
　歯の病気には大きく二つ、歯が悪くなるむし歯と、
歯肉や骨が悪くなる歯周病があります。歯周病、実
に国民の8割が罹っているといわれ、凍みる、口臭
がする、血が出る。歯がぐらついてきた、そんな症
状から重篤な症状になっていきます。
　ところで最近、香りの強い柔軟剤が市販されてい
ます。柔軟剤は本来、衣類の仕上がりを柔らかくす
るためのものですが、最近は“香り”に特徴があり、
衣類に香りをつけるために使う人が増えている様で
す。果ては、服に触ると香りがするものまで出てい
る様です。
　ただ、中には「あの臭い、吐き気がしてくるので
やめてほしいです」と某メーカーに勤務する女性

（33）も出てきて、「昨年今の部署に異動になってか
ら、後ろの席の先輩女性の服から漂ってくる柔軟剤
の強烈な香りに悩まされるようになった」と涙なが
らに訴えるといった例もあるそうです。臭いの感じ
方には個人差があり、本人には快適な臭いでも、他
人にとっては不快になることがあります。
　ここで皆さん、スメルハラスメントという言葉を
ご存知でしょうか。スメルとは、「臭い（におい）」の
こと。つまりスメルハラスメントとは、臭いで周囲
に不快感を与えることです。ハラスメントの意味は

“嫌がらせ、いじめ”、いろいろなハラスメントがあ
り、セクハラ、ドクハラ、パワハラ、モラルハラス
メントなどがあげられます。
　そんなスメルハラスメントの一つに、口臭に関す
る面白いデータがあります。パーフェクトペリオと
言う歯科の会社が若者600人を対象にインターネッ
ト調査でとったアンケートによると、
① 9割以上の人が「社内に口臭が気になる人がいる」

と答えている。しかも、7割以上の人が「口臭が仕
事に影響する」と応えているのである。これは会
社にとって大変由々しき事態ではなかろうか。

② 社長よりも、取締役よりも、課長よりも・・・、
部長が口臭きつそう！」もちろん、イメージとし
ての結果ではあるが。

　上司と部下の距離感は、いつの時代も大きな壁が
存在します。その距離の測り方を間違えると、とた
んに誰もがスメルハラスメントの加害者になってし
まう危険性があるかもしれません。
　また、相手の口臭が気になり始める距離感として、
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一番多いのが、パソコンを見て話す距離感30cmで
60.2%。次に多いのが、立ち話をする際の距離感
1mが31.8%とありました。部下からの相談が少な
いと感じていたら、もしかしてスメルハラスメント
の可能性があるのかもと疑ってみる必要があるかも
しれません。社内の業務改善をするのも良いが、先
ずは社員に対する口臭予防に努めることが大事かも
しれません。以上で会長挨拶を終わります。

会務報告 奥田頼昌幹事
①帯広南RC、移動例会開催のご案内
　日　時　11月27日（月）午後0時
　場　所　自衛隊帯広駐屯地
② 帯広北RC、2月10日（月）の例会は

休会と致します。
　帯広東RC、2月11日（火）の例会は休会と致します
③ 帯広5RC、芽室RC、音更RC、7RC合同例会開催

のご案内
　日　時　2月12日（水）午前11時45分
　場　所　ホテル日航ノースランド
　講　師　㈲ゴーアヘッドジャパン
　　　　　取締役　小田嶋裕一様
　演　題　国境を越えた人間作りから見える国際理解
　～スケジュール～
　11：45～会食　
　12：15～例会　
　12：40～13：20　講演
　13：30～例会終了
④帯広西RC、創立記念夜間例会開催のご案内
　日　時　2月20日（木）午後6時30分
　場　所　北海道ホテル

委員会報告 新世代委員会　小谷典之委員長
　ローターアクトから新入会員勧誘の
お願いが来ております。各クラブ2名
ずつ×5クラブで、10名の目標だそう
です。2月15日（土）にミニバレーとそ
ののち懇親会を開催するので、そこに参加できそ
うな新入会員に心当たりのある方は私までご連絡
ください。参加費は、ミニバレーは無料、懇親会は
2500円です。

ニコニコ献金 披露　古田敦則会員
齊藤憲生会長　 最近麻雀の負けが続

き、寝所がつぶれそう
です。

上野裕司会員　 新春早々北九州を満喫
して楽しかったです。

古田敦則会員　 今年初めての例会出席です。萱場委
員長、ごめんなさい！！

■プログラム 茨木雅敏 職業奉仕委員長
　「職業奉仕委員会」
　プログラムに入る前に、昨年川田会
長年度に訪ねようロータリーという
ことで、私は浅草RCを訪問しました。
バナー交換をした際にこのバナーは西
陣織でできており、多分日本で一番単価の高いバ
ナーだとお聞きしました。
　今日は、前年度若林社会奉仕委員長が実施された
アンケートから、職業を通じた社会奉仕ということ
で、それぞれの業界で役職につかれておられる2名
の方に卓話をお願いしました。最初に鈴木享会員、
後程、近藤誠勝会員にお願いします。　

鈴木　享 会員

　卓話を始める前に、茨木会員からバナーの暴露話がありましたので、そ
れについて若干触れさせていただきます。実は、バナーを紛失した張本人
は私でありまして、昨年広報委員長をやっていた際にバナーの紛失がわかっ
た時に、まず神田委員長、横田さんを疑いました。しばらくたってから私
の机の中にあり、めでたくここに揃いました。思わぬところで、卓話以外
の余計な時間を使ってしまいました。
　私は最近、欠席続きで不良会員でございます。多少、仕事を真面目にし
ようとすると例会に出席出来ない。例会に出席しようとすると仕事がおろ
そかになるということで、平重盛ではありませんが「忠ならんと欲すれば孝
ならず、孝ならんと欲すれば忠ならず」ということで、そのはざまで悩んで
おります。簡単に言えばどっちつかずということですが、そんな不良会員
に名誉挽回の機会を与えていただいて、茨木委員長には感謝しております。



ただ、与えられたテーマが職業奉仕ということでありまして、RCでこれ以
上難しいテーマはないなと感じているところであります。私も入会以来こ
の職業奉仕という言葉を何度も聞きましたが、いまだによくわかりません
し、なんとなくわかったふりをしてきました。自分なりの理解としては、
職業奉仕とは社長が成長することなのだろうなと思っております。
　よく、若い発想でという言葉を耳にしますが、私は、これは年配者の若
い人への丸投げではなかろうかと感じます。確かに若い人には新しい発想
がありますが、若い人からすればこの発想を社長はどう受け止めてくれま
すかという思いが一方ではあるように思います。ですから、先輩や社長が
その発想をどんどん受け止めてあげれば、若い人の発想は出てくると思い
ます。ただ、そういったことなしに若い発想を出せと言ってもなかなか出
てこない。私の場合は女子社員から出てきたことはよく聞きますが、男子
社員の話は一言文句を言いたくなる。男子社員からの評判が良くないので、
今まで50点のところを今年は60点くらいにしたいなぁと考えております。
　もう一つは、会社の規模の大中小にかかわらず、会社というのは愚痴と
か文句にあふれていると思います。社長は常にいろいろな配慮をしている
つもりですが、社内には愚痴とか文句が絶えることはないのが現状です。
しかしこれは見方を変えて、改善とか変化だとかを待っているのではなか
ろうかととらえれば、ここから直していけばいいということにもなります。
ここに対応していけばよいというヒントにもなる。これが職業奉仕という
ことになるのかわかりませんが、常々考えていることであります。
　ちょっと偉そうな話をさせていただきますが、私は会社を始めて30数年
になります。この間色々なことがありましたが、これぐらいは自分をほめ
てあげたいなぁと思うことは、2004年に三菱自動車にリコール問題が発生
しまして、一年半ぐらいは車を売るどころか、回収作業に追われまして非
常に大変な思いをしました。いまだに後遺症があるほどですが、その当時
はメーカーも大変でリストラを勧めてきました。遊休資産の償却という意
味では、持ち合わせておりませんので、次には人のリストラということで、
メーカーは人員を削減するように求めてきました。その時に特に高尚な理
由というわけではなく、カチンときまして、それはないだろうと。それで、
人の首は切らないと自分で決めて「これから人は切らない。だから頑張って
いこう」と社内、メーカーに宣言しました。そうやって10年たって、当時
40名の社員を15名増やしました。これは広い意味では、雇用を守って増や
したので職業奉仕になるのではと思います。まぁ単純に言うと意地を張っ
たということになるかもしれません。
　もう一つは、自動車ディーラーが女性とかお子様が行きたくないワース
ト3に入っていたので、これを何とかしたいと考え、10年前くらいから対策
を講じて今では比率が逆転して女性お子様6割、男性4割の来店割合になっ
ています。男性が減ったわけではなく、女性お子様が増えたということで
年間4万人位の来店をいただき、大変ありがたく思っています。女性子供の
来店が増えたということで、これも広い意味では職業奉仕かなぁと思って
自画自賛しております。
　茨木委員長から同友会について話をしてほしいとのことでした。正式名
称は北海道中小企業家同友会十勝支部で現在820社が加入しており、実にエ
ネルギーあふれた団体であります。「良い経営者になろう・良い会社を作ろ
う・良い経営環境を作ろう」というのが基本理念（テーマ）であるのでそれに
沿った活動を行っております。さまざまな取り組みがされておりますので、
自分に合ったところに所属し、攻めの姿勢で取り組んでいただければ、大



変参考にしていただけると思います。
　会員には2代目3代目といった若い人や、先進的な取り組みを行っている
農業者がいたり、規模も奥さんと二人で事業をしている方から数百名規模
の会社経営者もおります。非常に刺激が多い魅力のある団体でありますか
ら、私の職業奉仕の原点と考える社長の成長に資するということで、20数
年以上身を置いているわけであります。前の支部長が東RCの曽根一さんで、
今の支部長が音更RCの山本英明さんであり、西RCにも多数メンバーがお
りロータリアンの方々も大勢所属されております。ぜひ、興味のある方は
入会をお勧めいたしますので、私までご一報ください。最後は同友会の勧
誘となってしまいましたが、これでお話を終了させていただきます。あり
がとうございました。

　鈴木会員が説明されました同友会ですが、私も経営労務委員会に参加し
ております。この経営労務委員会は従業員の労務管理、企業の管理をどう
したらよいかということについて、非常に有意義に勉強させていただいて
おります。
　今日は茨木委員長から自家用自動車協会についてのお話を依頼されてお
りますのでそのお話をさせていただきます。産業廃棄物の会社の経営者が
なぜ、自家用自動車協会の会長を任されたか今でもわかりませんが、RCに
入会後の会長でありますので、何かしら奉仕をせよということからだった
のだと思っております。
　私どもの協会は380社からの浄財をいただいて運営しておりまして、皆様
方に白ナンバーを封印してスムーズにお渡しするということを行っており
ます。全国にはこの白ナンバーを有する車が2，3年前の統計ではありますが、
8000万台を超えております。北海道では380万台であり、人口比率で言う
と一人当たり0.67台、夫婦で1台ちょっということであります。
　自動車を取り巻く環境としまして、排気ガス、騒音、中でも痛ましい交
通事故といったことがありまして、北海道における死者数は平成25年度
184名、十勝では21名、帯広では11名の方が命を落としております。こういっ
た中で、交通事故防止運動には最重点課題として日々取り組んでいるとこ
ろであり、2月5日には優良運転者表彰として、毎年約60名を10年、20年
30年とそれぞれ表彰させていただいております。
　また、安全運動に対する啓発運動、広報活動を警察・帯広市・振興局・
町村長と一体となって十勝一園で活動しているのが北海道自動車協会帯広
協会であります。他には十勝安全運転管理者事業主会、帯広安全運転管理
者事業主会等がありそれぞれ活動しております。自分の車は自分で守ると
いう観点から、国交省帯広運輸支局の指導を受けて利用者に点検整備の周
知徹底を図るとともに、不正改造車の排除を積極的に推進しております。
　当協会としましては、健全な普及発展を図るために、ナンバープレート
の交付、封印を取り付ける業務、自動車登録の代行相談等も行っておりま
すので、車について何か疑問なことがありましたら自家用自動車協会にお
問い合わせください。地域社会の安全と発展に微力ではありますが取り組
んでいることが、社会奉仕活動の一環と思っております。以上で発表を終
わります。

近藤　誠勝 会員


