
第 1274 回例会 平成 25 年 9 月 18 日(水) 

＜今日のプログラム＞ 

1.点      鐘   

2.ロータリーソング 

 「それでこそロータリー」 

3.会長の時間   4.幹事報告  

5.出席報告    6 ハッピーＢＯＸ披露 

7．委員会報告 

 ＊米山奨学生 楊潔さんへ 9 月奨学金 

8．会員卓話「林 萬松君」 

9．次週の例会案内「会員卓話 栁田光寛君」 

10．点鐘 

★観月会★ 

第 1273 回例会記録 平成 25 年 9 月 11 日（水） 

■会長の時間        会長 宮原建樹君 

皆さんお疲れ様です。早

速ですが本日のﾋﾞｼﾞﾀｰ紹

介をさせて頂きます。「東

大阪ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ」よりお

越しの片岡大さんです。

ハッピーも頂きました、あ

りがとうございます。どう

ぞリラックスしてご参加下

さい。先週の例会後に米

山奨学生の楊さんが中国から戻られていますので来週の観月

会には予定通り参加されると思います。18:30から例会を行いま

す。入会式と林君の卓話も行います。19:00 より下のテラスで観

月会を行います。今日は私の会社の会報誌を皆さまにお配りし

ました。クイズ応募等もありましてなかなか興味のある内容で好

評ですから何かの役に立てばと思います。では本日の職業奉

仕＝アーサー・フレデリック･シェルドンの話を致します。アーサ

ー・フレデリック・シェルドン（Arthur Frederick Sheldon・1868～

1935）はミシガン州の出身で、ミシガン大学商学部を卒業後シカ

ゴに出て出版者のセールスマンとなりました。 

 当時のシカゴは、実業に携わる者は利益を追求するのに手段

を選ばず、仮借ない搾取や詐欺などの犯罪行為が横行して、商

道徳は地に堕ちた暗黒の時代でした。しかし、物質的利益より

も名誉を重んじたシェルドンは、雇い主の期待するセールスマン

の態度にはあくまで反対せざるを得ず、こうした地位に対する嫌

悪の情に耐えかね、憤然として仕事着を近くの小溝に投げ捨て

て辞職してしまいました。彼はその後出版社を創立したりした後、

このような「売らんかな式」の商法ではなく、科学的な商品販売

の理論と技術を商人たちに素養として躾る学校が必要であると

考え、1902 年「シェルドン式販売学専門学校（Sheldon School of 

Scientific Salesmanship）」を設立し、大いに繁盛したと言うこと

です。1908 年シカゴ・ロータリー・クラブに入会したシェルドンは、

発想力が旺盛な上に何事にも徹底しないと満足しない人物で、

当時の背景の中で一体ロータリー・クラブの存在意義はどこに

あるのかという根本的な疑問を持つようになりました。 

 そして、商いの世界の頽廃した中にあっても、例外的に公明

正大な経営方針を堅持している商人が結局において成功して

いる事実を発見して、その理由を探究した結果、「他人の立場を

考え、他人のためになるように尽くすこと」、即ち「サービス」

Service の精神に従って行動する者こそ成功するのだという結

論に達し、このサービスの考え方こそがロータリーの存在理由

であると断ずるに至りました。 1908 年のある晩、ミネアポリス

の理髪店の椅子からその組んでいた長い脚を解いてひょう然と

外に出た時に、“He profits most who serves his fellows best”

（仲間に最も良く奉仕する者は、最も多く報いられる）という表現

を思いついたということです。 1910 年 8 月にはじめて全米ロー

タリー・クラブ連合大会がシカゴで開かれましたが、その晩餐会

の席上で彼は実業人には道徳心が必要であるとの演説を行な

い、その中ではじめてこの表現を発表しました。そこで同連合会

の初代会長であったポール・ハリスは、ロータリーの新しい理想

を求めてその存在意義を明確にする必要を痛感し、Business 

Methods Committee と言う委員会を設け、その委員長に入会 2

年目の新参会員であるシェルドンを任命しました。 これに感激

したシェルドンは更にこの問題と取り組み、翌 1911年ポートラン

ドの全米ロータリー・クラブ連合大会に提出すべく、彼の発想に

よる新しいロータリーの理想について詳細な準備をしましたが、

余儀ない事情で出席できなくなったため、演説原稿を作成して

大会に送り、代読されました。その内容は「商売には科学があり、

それはサービスの科学である。そして、このサービスの科学と

は『最善のサービスを行う者には最大の利益が』～“He profits 

most who serves best”～である。」として、前年の表現から「仲

間」 His Fellows の限定句を削り、完全に一般化した表現に改

められました。この提言は一瞬の静寂の後、大会出席者全員の

万雷の喝采によって大会決議として承認されました。本日はこ

こまでとさせて頂きます。 
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■幹事報告        ●幹事 原田宗忠君 

＊宮崎北ＲＣ～観月会

のご案内 9 月 18 日

（水）ＵＭＫカントリ

ー ク ラ ブ  会 費 

￥6.000 18:30 

＜理事会報告＞ 

＊ 入会式までの取り

決め１）推薦書・略歴

提出２）選考委員長のもと理事会に諮る３）例

会に招待 

＊ 例会時、会員同士の呼び方を「君」に統一徹底

する。 

＊ 10 月 9 日「職場訪問」ｼｪﾗﾄﾝﾎﾃﾙに依頼する。 

＊ 地区大会登録費用・参加日等の話し合いが必要

です。 

今日は皆さまに私が 19 歳の時に東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ聖火

ランナーを務めたときのユニフォームをお見せし

ようと思い探したのですが、探すことが出来ません

でした、残念です！当時何故私が選ばれたのかは未

だに謎ではありますが、大変名誉な思い出でありま

す。7 年後の東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸも楽しみです 

■ 出席報告           ●林 厚雄君 

会員数 25 名 免除 2 名 出席数 17 名 

欠席数 8 名 

欠席者＝梶田君正岡君 

長倉君竹下君吉田君   

村上君永野君村岡君 

出席率 73.9％ 

修正率 86.9％ 

 

■本日のﾋﾞｼﾞﾀｰ紹介 

     ＊東大阪ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 

          ＊片岡 大「ｶﾀｵｶ・ﾕﾀｶ」君 

          ＊職業分類  レストラン 

■ハッピーＢＯＸ披露     ●川畑恵理子君 

＜ニコニコへ＞ 

● 岩切純子さん～9 月セレモニー・いつもお世話

になっております。佐土原ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞの会員の皆

様のますますのご多幸とご活躍をお念じ申し上 

あげております。 

● 荒武由美さん～9 月セレモニー・本人は今・ユ

ニバーサルでビールの観ながらｼﾞｪｯﾄｺｰｽﾀｰに乗

ってはしゃいでいる所です。変わって私から・・ 

「ありがとうございます。」 

● 日高邦孝・裕子ご夫妻～今年で 30 年目です。

仕事にﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄに益々頑張ります。 

● 藤堂孝一君～9 月誕生月・今年で還暦です。早

いですね！体に注意して元気に仕事に遊びに頑

張ります。 

● 片岡 大君～本日佐土原ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞにメーキャ

ップ出来ました事に感謝申し上げます。  

＜財団へ＞ 

● 岩切正司君～会員が沢山増えるといいですね。 

 
■ 会員卓話         ●岩切正司君 

今日はロータリーの話ではなく、私の若い頃の話をさせて

頂きます。私は家の次男として生まれましたから家の寺

を継ぐことは出来ない立場でしたが高校、大学と浄土真

宗の学校を出まして昭和 50年今から 38年前になります

が大学卒業と同時に 48 年に沖縄が返還された関係で沖

縄本願寺住職の募集がありました。沖縄には大学時代 1

度行った経験もありましたから、抵抗感は無く応募しまし

た。最終の面接まで受けられたのは 15 名だけでしたが、

その中から 1名の採用に私が選ばれたのです。面接時に

お給料の質問をした者は落とすという事前確約があつた

そうで、私はたまたま聞くのを忘れまして、それで受かっ

たと言うことです。沖縄の着任先寺には着物 1 枚だけ持

参すればよいと言われて行きましたが、当時の沖縄の状

況ですから何も無い状態で、当時お給料も大変低く、色

んな面で苦労しましたがお陰様で、努力をするという事は

身に付きその後の私の力となりました。お寺の無かった

沖縄の方々がお寺に求めている事に対して決して断らず

に一生懸命応じるという事をしているうちに地元の方々か

ら随分親切にして頂ける様なり当時独身でしたから食事

のお世話までして頂く事もございました。沖縄着任 5年目、

結婚して 3 年長女が 3 ヶ月の時にこちらへ引き上げて参

りました。 

沖縄における浄土真宗本願寺派の寺院・布教所は、戦前

は四ヵ寺と一布教所があったようですが、戦後は一ヵ寺と

一布教所のみでした。 昭和四七年五月一五日の本土

復帰を契機に沖縄開教事務所が開設され、以来本格的

な沖縄開教が始まり、平成一七年一二月に沖縄開教地

から沖縄宗務特別区に変更、現在は本願寺沖縄別院を

中心に一四カ寺及び四布教所によって教化伝道が推進

されています。本日はありがとうございました。 

 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 


