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第 1270回例会記録 平成 25年 8月 21日（水） 

■会長の時間        会長 宮原建樹君 

皆さまお疲れ様で

す。先週は特別休会

でしたが、四万十川

の四万十市で先々

週 41 度を更新し、

その後 4 日連続で

40 度を超えている

と言う事ですがこの四万十市の商工会が早速「日本

一暑い町」ということでチラシやのぼり旗を作りＰ

Ｒに努めており 41 円のカキ氷サービスなど、なか

なか宣伝上手だなと思います。まだまだ暑い日々が

続く見込みですが熱中症にならない様に気をつけ

て頑張りましょう。 

前年度村上会長年度にガバナーエレクト事務所へ

の協力金 1人￥6.000については皆さまに賛同いた

だいておりまして、￥144.000の送金は済ませては

おりますが、今年度スタート時点で資金繰りの関係

で皆さまから協力頂く事になりましたので、宜しく

お願い致します。何かと負担・出費の多い中申し訳

ございません！先ほど購入して頂いた「さどわらん

まち・えきんまえ」祭りのチケットも今日は欠席者

がおおいですので、原田幹事と購入して頂ける様に

２人で回ろうかなと思います。私の店の本店の方が

工事中でございまして、まだてんやわんやしており

ますが外に出て交代でお客様を待っているのです

が、午前中は屋根があって影になりますが、午後か

らは西日があたり暑いというものではないのです

が居られない状態なのですが、そんな中でもお客様

は来て下さいまして 35％程の減ではありますが、

誠に有難いことです。前を通ったら、閉店している

と普通思われると思うのですがそれでも来て頂け

るから有難いなと思います。本日の職業奉仕の話で

すが、昨年度 11 月地区大会で配られた資料の中に

「シェルドンから学ぶ」というのが御座いましたが

ここから引用させて頂きます、職業奉仕理念は継続

的な事業の発展を得る為には自分の利益を優先す

るのではなく自分の職業を通して社会に貢献する

と云う考えを持って事業を営む、利益を独占するの

ではなく従業員や取引先相手に適正に利益配分を

することを考えることが継続的な事業の発展の為

には最も大事であるという考えを持ち 1908 年にシ

カゴでロータリークラブに入会したシェルドンは

1911 年～入会から 3 年後に今で言う国際ロータリ

ーに考えを細則してもらったという事です。この考

えが「職業奉仕」と今に引き継がれているのです。

その職業奉仕を学ぶのがこの例会で、異業種の集ま

りですから色んな考えを学んで自社に生かせれば

いいと思います。「職業奉仕」を自分なりに勉強し

ておりますが職業奉仕は計算も出来ませんし方程

式もありません、お客様の心をどう捉えるか、それ

に対して自分がどう反応するか、もっと極論を言え

ば職業奉仕は人そのものが表れますね、人格性格が

そのまま出ますから、職業奉仕は人そのものだと言

えると思います。 

■幹事報告         幹事  原田宗忠君 

例会変更届け～無し 

＊ 米山記念館会報Ｖｏ

ｌ２２．2013年秋号 

＊ 会報雑誌ＩＴ委員長

～全クラブＷＥＢ保有に
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＊ 2013－2014地区大会参加資料 

＊ 国際ロータリー2530 地区「会津の里にこらんし

ょ！」開催のご案内 

＊ 23 日金曜日、蓮光寺にて「新入会員研修会」を

18:00～19:00その後懇親会を行います。 
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竹下君・相川君・田邉君・林萬松君・長倉君・高山君 

9 月第一週に入会されるお二方にも参加していただこ

うかと考えております。講師の正岡君・岩切君・藤堂

君よろしくお願い致します。懇親会は出来ましたら全

員参加でお願い致します。 

お盆に楽しい思いを 1日致しましたのでそれを少し話

させて頂きます。福岡に行く機会がありましたので

「コストコ」に行きましたところ、とても楽しい所で

すから機会があれば是非行かれて下さい。全てがアメ

リカサイズですから、とにかく山済み大量パックで驚

きますが美味しそうで良い品が揃っています。生活用

品からレジャー用品からありとあらゆる物が揃って

いますから丸一日中分楽しめる所です。 

■出席報告             永野陽子君           

 

会員数：24名（免除 2名） 出席数：15名 

欠席者数 ：9名 

メイク届け：0名 

村岡君・正岡君・長倉君 

梶田君・柳田君・日高君 

荒武君・高山君・林厚君 

修正～率：90.90％ 本日出席率：90.90％ 

 

■ハッピーＢＯＸ披露       大久保貞子君 

＜ニコニコＢＯＸへ＞ 

◎ 村上 實君～体調を崩して最後の監査に立ち会う

ことが出来なくて申し訳ありませんでした。 

◎ 竹下隆君～8 月結婚記念～8 月 10 日で早や 28 年

が過ぎお互い大変な努力の積み重ねとびっくりで

す。ＰＳ．今年の夏風邪は治りません、夏バテと

重なり「喘息」になる方も多い様です。 

＜財団へ＞ 

◎ 岩切正司君～8月23日は蓮光寺にてロータリー勉

強会です参加して下さい。 

■ 会員卓話             藤堂孝一君 

今年度の地区

の基本方針は大迫

ガバナーの挨拶の

中に書かれていま

す、職業奉仕を全う

すること、 

人のために如何に尽くすことができるかが、職業奉仕

の原点であり、 

ロータリーの原点でもあります。 

 その結果として社会への奉仕があります。事業は利

益を上げる。即ち儲けなくてはなりません。しかし儲

けの欲望だけが追求される事業は成り立たないし、継

続もありません。そこには事業に関わる全ての人々の

利益、即ち幸せがなければならない。 

 何年か前からロータリーの根幹は職業奉仕といわ

れ、特に神戸の田中 毅パストガバナーの話を聞く中

でだんだんと理解できるようになってきました。いろ

いろな資料をインターネットを利用して検索できる

ようになりました。源流の会の資料は現在では 1万件

を超える資料が揃っています。 

 何年か前に 京セラの稲盛会長の記念講演を地区

大会で聞いたことがあります。その時は人は手の上で

生かされていることを自覚することが大事なんだと

言われたのを記憶しています。 

 この前テレビで、ＮＨＫのＢＳ放送だったと思いま

すが見ていて非常に面白かったのを話してみます。 

 ＪＡＬの再生をされたことでなお一層有名になっ

ていますが、 

京セラの会社を世界有数の企業に育て上げたことで

も有名ですが、 

昔東京の会社にいた頃、プレジデントという経済誌が

あり電車で通勤するころよく購入して読んでいまし

た。 

 その記事の中に京都の小さな企業が有り、電線の固

定するためのガイシという製品を作っている会社の

話でしたが、セラミックスという言葉もよくわかって

いない自分でした。ＫＤＤＩの企業等も経営されてい

てグループ企業でも相当なものがあると思います。 

 その稲盛さんの経営方法がアメーバー方式と言っ

て、グループごとに商品を開発販売していくやり方で、

従業員すべてが会社の経営者の感覚で取り組んでい

る。事業部ごとに目標などが発表される場面では、従

業員すべてがメモを取り、発表される数値目標などを

記録している場面には圧倒されました。 

 アナウンサーが稲盛さんに質問していた中で、自分

が企業の一員として働いていた頃、変わり者だった自

分が上司と意見対立して退社し独立した経緯をはな

し、その様な企業では発展がない変わり者でも大事に

扱う企業でないと大きく発展はしないと気がついた

話を聞いて、なるほどとおもった。 

 稲盛さんの目標とする企業人は、松下幸之助さんの

ことでした。 

松下さんも会社経営方針は儲けるために仕事をする

のではなく、お客さんが欲しがる製品、商品を開発販

売することだとビデオの中で話をされていた。 

 その松下が２年間で１兆５千億の赤字を出してい

ま経営方針を大きく変えているそうです。 

 原因は プラズマディスプレイを全社を挙げて開

発販売を勧めた結果液晶ディスプレイに完全に負け

てしまう結果になった。 

その時経営体制は事業部制を全面廃止して自分の技

術に驕りが生じ 

戦略を誤ったのが原因だそうです。 

 現在の社長はこの事業部制を復活させ顧客の望む

情報を見誤らない戦略で挑んでいるようです。 



 利益を目標として戦略を立てるのも必要かもしれ

ないが顧客が何を求めているかという情報をいかに

掴むか、この考え方がロータリーの言う職業奉仕の考

え方と全く一致することは確かなことです。 

☆ 本日の食事☆ 

 
※8月 23日（金）新入会員研修会 蓮光寺にて・・ 

 

 

 

 

 

           

4つのテスト『言行はこれに照らしてから』 

１. 真実かどうか 

２. みんなに公平か 

３. 好意と友情を深めるか 

４. みんなのためになるかどうか 

次週予告 

9月 4日 フォーラム 新世代について 

     入会式  理事会 

9月 11日 会員卓話 「 岩切正司君 」 

9月 18日 会員卓話 「 林 萬松君 」 

     米山奨学生 楊 潔 さん 

     ※チャリティランチ 

9月 25日 会員卓話 「 柳田 光寛君 」 


