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第2140回例会 2010.10.7

温故知新 そして 和

地域を育み、
大地をつなぐ

■司会：
　戸澤例会運営委員長

■点鐘：山本会長

■会長報告 山本会長

皆様こんにちは。本日は久々に素晴らしい秋晴れで、
とても爽やかな一日を過ごせそうです。皆様も良き一
日をお過ごし下さい。
まず、10月5日に行われました第三回多摩分区連絡会の
ご報告を致します。各クラブの会員数ですが、退会人
数は減少し始めてはいますが、大幅な増員は難しく横
ばいの状態の様です。多摩分区では秋川ＲＣさんに20
代の新人会員が3名入会し大変喜んで居られました反面、
かなり気を使っておられる様子でした。また、10月26
日火曜日のＩＭですが全員登録となって居りますが、
阿部ガバナー補佐が本年度唱えております、キャッチアッ
プ90実現の為にも本年度は異例ですが当日の実出席率
を発表されるようです。予定出席率は76.4％とまだま
だ低い為に改めて出席可能な方には是非、ご出席をお
願いしたいとの事ですので、皆様のご協力を再度お願
い致します。それと4月10日の新旧分区連絡会は、立川
パレスホテルにて、日帰りにて執り行なわれますので
出席義務者の方は宜しくお願い致します。

引き続き昨日行われました理事会報告を致します。
1)9月の収支明細報告、承認
2)青少年交換来日学生ホストファミリー補助金、承認
　月額80,000円(ホストファミリーへ)
　月額15,000円(留学生へ)
3)イ)村越会員の｢出席規定適用免除｣の承認
　ロ)職業奉仕委員長より職場見学の件　承認
　　 11月18日 亀戸｢船橋屋｣
　　 當麻委員長より委員長報告にて詳細説明あり
　ハ)45周年実行委員会の発足に関して　承認
　　 年内に立ち上げ、準備に入る。小町副会長より連
　　 絡がありますので、選ばれた方は宜しくお願いし
　　 ます。
　ニ)産業祭について　承認
　　 協賛金、出店場所は昨年と同じ。野崎征吉元会員
　　 がご骨折り下さいました。
　　 詳細は野崎一重社会奉仕委員長より発表があります｡
　ホ)10月28日木曜日のガバナー公式訪問スケジュール
　　 等　承認
　　 詳細は幹事より連絡あり。

｢温故知新 そして 和｣古き を たずね 新しきをしれば 
もって師となるべし。

■国歌：｢君が代｣
■合唱：ロータリーソング
　　　　｢奉仕の理想｣

◆ソングリーダー：
　土田会員

■お客様紹介：
　野崎パスト会長

◆ゲスト：
　交換留学生
　ヤカブ ティーメア様
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■幹事報告 中丸幹事

■バギオ基金：
・｢第32回バギオ訪問交流の旅｣案内について
　2011年2月10日(木)～13日(日)
　提唱クラブ　那覇西ＲＣ
　旅費　￥156,000前後

・第2回定時評議員会議事録の受理

■ガバナー事務所：
　ロータリー財団地域セミナー(ゾーン1,2,3)開催の
　お知らせ
　2010年11月24日(水)　10:00～17:00
　於　大阪国際会議場

■ロータリー財団、ポリオプラス委員会：
　ポリオ･プラスの表彰について
　クラブ会員の推薦－〆切り10月15日

■東村山消防少年団：
　東村山消防少年団30周年記念式典の案内について
　平成22年11月28日(日)　午後10時30分
　於　東村山市市民センター

■例会変更：所沢中央ＲＣ
　10月11日(月)→休会
　10月25日(月)→10月23日(土)の振替休会
　11月 1日(月)→10月30/31日の振替休会

在籍会員数 出　席 免　除 欠　席 出席率

35 26 0 5 87.88

■出席報告 相羽例会運営委員

■前々回メークアップ修正後前々会欠席：2名
■前々回出席率メークアップ修正後：94.29％
■前々会メークアップ者：
　相羽会員：多摩分区ゴルフ
　石山会員；多摩分区ゴルフ
　漆原会員：会員増強委員長会議

■ニコニコＢＯＸ 高橋(徹)クラブ管理委員

■ご結婚祝月：
　目時会員、町田会員
　熊木会員

■会員誕生月：
　相羽会員、樺澤会員
　野村会員

■令夫人誕生祝月：
　目時会員、野崎会員
　熊木会員

■中丸ホストファミリー
　へ補助金贈呈

■ヤカブ ティーメアさん
　記念品贈呈

①例会に出席し、メンバー間の懇親を深め、自分自身
　に有意義な例会を見つけよう。
　そして自分自身の例会出席の楽しみを見つけよう。
②例会を欠席したらメークアップを必ずしよう。
③入会時のスポンサーは新人メンバーのメークアップ
　の面倒を必ず見よう。
④食事の廃棄を少なくする為に例会を欠席する時には、
　前々日までに事務局に連絡を入れよう。
⑤夜間例会、懇親会、旅行に奮って参加しメンバーの
　懇親を深めよう。
⑥クラブメンバーの全員卓話を盛り上げよう。
⑦マイ箸を失くさない様に使おう。
⑧交換留学生をしっかりと育てよう。
⑨阿部ガバナー補佐の掲げた、キャッチアップ90(出席
　率90％以上)を実現しよう。
是非10月90％を達成しましょう。勿論100％が達成出来
れば素晴らしい事ですが。先週お休みされたメンバー
の方は、是非メークアップをお願い致します。
7月8月9月の平均出席率は89.6％で残念ながら90％に届
きませんでした。次に会務報告に移らせて頂きます。
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■卓話

■卓話者：
　當麻職業奉仕委員長

◆山本会長：當麻職業奉仕委員長、本日の卓話をよろ
　　　　　　しくお願いします。
◆相羽会員：10月11日65才の誕生日を迎えます。10月
　　　　　　17日には創業40周年を機に引退します。
　　　　　　会員の皆様には多数の方に参加頂きます
　　　　　　が、よろしくお願い致します。
◆戸澤会員：先週3泊5日でシアトル、ワシントンへ行
　　　　　　って来ました。バナー交換をしてきました｡
◆田中会員：先日の東村山市ゴルフ大会、選手･役員の
　　　　　　皆様お疲れ様でした。私も中36、東40、
　　　　　　グロス76、ハンデ6、ネット70の2アンダ
　　　　　　ーの好成績で準優勝できました。グロス
　　　　　　スコア2位タイと東村山代表選手の誇りと
　　　　　　名誉を守る事が出来ました。11月19日地
　　　　　　区大会決勝奮闘を祈ります。

本日のニコニコ合計：   36,000円
　　累　　　計　　：  446,000円

■委員長報告

■樺澤会員研修委員長

研修委員会の雑誌部門のご報告ですが、今月からは、
ロータリーの友が皆様のお手元にあるときにご報告
できるようになりました。
今月は、これから當麻職業奉仕委員長の卓話がござ
いますが、職業奉仕月間であり、｢職業奉仕の神髄を
探る｣という特集において、パストガバナーで伊丹ロ

ータリークラブ会員の深川純一様が｢永遠の課題 職
業奉仕｣として、能の役者・能の作者の世阿弥が｢花
鏡｣にある｢初心忘れるべからず｣という言葉を肝に銘
じておられたパストガバナー佐藤千寿様の追憶を込
めて解かり易く説明されておられます。是非お読み
ください。
その中で、佐藤千寿様が、企業管理について、｢社員
こそは貴重な財産であり、社員を大事にしない企業
は絶対に栄えることがない。｣といわれておられたそ
うです。実は、ロータリーの友とは関係ない話に脱
線させて戴きますと、インドのソフトウェアの開発
を行っている会社のお話です。ＨＣＬテクノロジー
という会社の社長さんが、日本から学んだこととして、
｢従業員が第一、お客様が第二｣ということを実行し
てリーマンショックを引き金とした世界不況の中で
大きな営業利益を生み出したということのようで、
このお話は｢一に従業員、二に顧客｣という題名の英
語版が刊行されて、日本語版は来年の3月発行とのこ
とです。
脱線しましたが、ロータリーの友に戻りますと、さ
らに、｢四つのテスト その由来をひもとく｣、｢Four-
Way Testの訳語について｣として過去のロータリーの
友からの転載記事で紹介されております。
ロータリーの友の整理方法としては、年度ごとでは
なく、各月ごとに整理すれば、例えば10月号では職
業奉仕に関する記事を容易に探し出せることになり、
整理方法の一つとして有効ではないでしょうか。
また、今月は、米山月間ですので、財団法人ロータ
リー米山記念奨学会が、上海で開催されました中国
米山学友会総会･懇親会の紹介と、ロータリー米山記
念奨学会資料が掲載されています。
2010年4月18日、国際ロータリー第2570地区(埼玉県)
の地区大会における高村弘毅立正大前学長の｢キリマ
ンジャロの雪が消える｣という講演の要旨として、温
暖化により、キリマンジャロの湧水が周りの山麓に
無限に広がっている生物世界に大きな影響をもたら
していることが紹介されています。
歴史紹介記事としては、昭和3年に日本で開催された
太平洋大会について、外国からは会員婦人の参加が
多いことに急ごしらえの準備したことが紹介されて
おり、また、日本のロータリーが、会員の素質に於
いても、見識、行動においても、各人の胸に流れて
いる親切心と奉仕の概念は一目瞭然であったことは、
帰国された人々の反響を呼んだと東京ロータリーク
ラブの五十年史に自信に満ちた記事があるようです。
最後に、来年5月に開催されるジャズの発祥の地、ニ
ューオリンズ国際大会についての紹介記事が複数掲
載されております。

皆さんこんにちは。私はホストファミリーに有難うと
言いたいです。学校のみんなも好きです。私は毎日電
車で学校へ行きます。最初は大変でしたが、今は覚え
たので大丈夫です。学校では、日本語を勉強しています。
クラスのみんなとは、早く友達になれました。日本語
は本当に楽しいです。有難うございます。

■ヤカブ ティーメアさん
　挨拶
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■点鐘：山本会長

いまこそ、職業奉仕の実践を
クラブ概況にあるように職業奉仕委員会として、職
業奉仕月間に因んだ卓話と老舗の見学を予定してい
ます。11月18日(木)に卓話の時間を利用して、東京
交通のマイクロバスで、都内にある創業200年になる
老舗のふなばし屋に職場見学に行きたいと思います。
今年度の地区奉仕委員長である渡辺さんの会社です。
パストガバナー補佐であり会社のオーナーでもあり
ます。職場見学と渡辺社長の卓話を聞いて帰ってく
るスケジュールですので是非参加願います。また、
時間ですが13時出発で19時に東村山着となりますの
で、皆様よろしくお願いいたします。以上を委員長
報告とさせて頂きます。
今日の進め方としては、配布しました用紙にありま
す｢職業奉仕とは何ですか？｣を第1部としてお手元に
配りました炉辺談話のコピー、第2部は｢京都の老舗
17店舗に学ぶ｣を中心にしたいと思います。
深川純一さんの言葉で、例会で奉仕の心を作ると言
う事があり、｢奉仕とは､精神的な親睦であり奉仕の
心を作ることだ｣そして外に対しては
　１｢入りて学び心の友を得て奉仕の権利となすべし｣
　２｢自己の職業を天職と心得るべし｣
　３｢職業に貴賎無し｣
　４｢職業倫理の自覚を高める事｣
とおっしゃっています。
炉辺談話に基づいて説明すると、簡単に定義すれば、
あなたの職業を通じて他人を助けることです。最初
のロータリークラブを創立するに当たって、ポール・
ハリスと彼の友人達は､異なった職業の気のあった仲
間が定期的に集まって、アイデアを交換しながら友
情を育み、仲間同士が助け合うことを考えました。
職業奉仕とは、職業分類に基づいた会員制度という、
まさしくロータリーの原点とも言える原則に基づい
たものなのです。職業の代表者として、各会員はロ
ータリーの職業上の技能、特に自らの事業活動をロ
ータリアンでない人に分け与えることが義務づけら
ています。職業奉仕はすべての職業人、すなわち従
業員、同業者、顧客、供給者相互関係の基本的な要
素です。職業奉仕を真摯に学ぶロータリアンは、奉
仕こそ自分のつとめであると信じています。ユニー
クなロータリアンの素晴らしい計画は、あなた方ロ
ータリアンの重大な義務なのです。あなたはあなた
のクラブにおける職業を代表しています。あなたは
他の奉仕分野についてはすべての会員と義務を共有
していますが、あなただけがあなたの事業とクラブ
における職業奉仕の責任を負っているのです。ロー
タリーに入ったからには､あなたは最も高い倫理基準
を掲げ、様々な取引において、その倫理基準を守る
ように心がけなければなりません。顧客に対する対応・
従業員に対する対応・同業者に対する対応等々。職
業奉仕とは､会員になったあらゆるロータリアンに課
せられた個人的な義務です。ロータリークラブは、
新会員が入会した時だけでなく、その後もずっと、
この義務を強調しなければなりません。そして、ク
ラブは、義務を果たしているかどうかを各会員に尋
ねる権利と義務をもっているのです。職業奉仕は難
しすぎますか？宗教の分野や心理学や職業倫理や法
律だと感じるような微妙な領域に触れることだと言
うロータリアンもいます。しかしながら、職業奉仕
は個人の宗教や倫理的な原則の代わりをするもので

はなく、事業における倫理を適用する方法を提供す
るものなのです。と田中毅さんは結んでいます。簡
単に定義すればと言うくだりは間違いないと私は思
います。
クラブ概況の中のクラブ細則の次にある決議23-34に
ついて一言で言うならば、ロータリーの方針。これ
が目的だと思います。東村山ロータリークラブのホ
ームページに｢ロータリーって何ですか？｣に要約し
てきちっと載っています。定款の中には、難しい言
葉(鼓吹等)があり理解しにくいと思われるが綱領と
は目的として理解してください。ロータリー運動の
基礎は、決議23-34にあると思います。ロータリーを
語る上で欠かせない部分だと私は思います。英語では、
Objectとなっていますので目的で良いと思います。
以上私なりの意見を申し上げました。
第2部に移ります。小雑誌は地区委員会に無理を言っ
て人数分分けて貰ったので、大切にして頂きたい。
職業奉仕について朗読し、ロータリーとライオンズ
の違いを説明し、(株)エイラクヤ・(株)矢代・(株)
千總・外与(株)・(株)安井杢工務店のページを解説。
持って帰ってじっくり読み込んで頂きたい。職業奉
仕とはなんですか？と問われたら指示文の職業を通
じて他人を助けること。で間違いないと思います。


