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第37回(通算1373回)「それでこそﾛｰﾀﾘｰ」

第38回(通算1374回)「四つのﾃｽﾄ｣

2013～2014

クラブ年度方針

『 明るく、生き生き、元気よく』

Ｔｗｏ Ｗｅｅｋｓ Ｒｅｐｏｒｔ

点鐘・開会宣言・歌唱 第１９例会記録(プログラム)

｢ロータリーを実践し
みんなに豊かな人生を｣

祝慶事

＊4月
≪会員誕生日≫ 安原正洋会員 4/8

三富末雄会員 4/13    本藤光隆会員 4/18
≪入会記念日≫  菊池幸治会員 4/17

【第３７回４月１９日(金)】
移動例会
「ロ－タリー情報・５クラブ合同セミナー｣

ホテルＫＳＰ

4月18日(金)川崎西RCが主催し､鷺沼RC､宮前RC､川崎高
津南RC､川崎高津RC､の5ｸﾗﾌﾞが参加して研修会が開催さ
れた｡当ｸﾗﾌﾞ新会員である谷野会員､喜多川会員も参加､
総勢14名が大変勉強となる研修を受けました｡講師は川
崎西RCの第2590地区第3ｸﾞﾙ-ﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐､地区委員長
を歴任された三間悌司会員と第2590地区ｶﾞﾊﾞﾅｰﾉﾐﾆｰの
高良明会員です｡講義内容の概要は下記の通りです｡
＊三間悌司氏 「金看板は骨董か」
○ﾛｰﾀﾘｰ情報の二つの意味
1.ﾛｰﾀﾘｰに関するﾆｭｰｽの伝達
2.ﾛｰﾀﾘｰを理解する為の知識を学ぶ

○ﾛｰﾀﾘｰの目的 「ﾛｰﾀﾘｰの目的は意義ある事業の基礎
として奉仕の理念を奨励し､これを育むことにある。として奉仕の理念を奨励し､これを育むことにある。
具体的には…」
○ｻｰﾋﾞｽとは ｼｪﾙﾄﾞﾝ曰く『ﾛｰﾀﾘｰには無職の人はいな
い｡いわば皆私的利潤の追求に浮き身をやつしている人
達である｡しかし､各々管理者として企業を長期的に管
理していく上には私的利潤の追求と言っても､やってい
いことと悪いことがある｡周囲の人の幸せと調和された
範囲内での利潤追求でなければならない｡そしてその基
準は“利己と利他との調和”で決める｡利己と利他とを
調和させる精神世界のことをｻｰﾋﾞｽと言う。』
井坂孝曰く『人間は孤独の生活が出来ない群居の動

物です｡群居なので人と人との関係が起ります｡そうな
ると自分の都合ばかり考えて居る訳には参りません｡従
って群居状態を善くするには各自が人の為に役立つこ
とを考えるのです｡英語で言う｢ｻｰﾋﾞｽ｣です｡｢ﾛｰﾀﾘｰ｣は
｢ｻｰﾋﾞｽ｣を以て人間活動の根本観念と為さんとする運動
です｡此運動を達成する目的を以て､実業人が集って自
己の業務を以て｢ｻｰﾋﾞｽ｣を為さんとて組織されたる団体
が｢ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ｣であります。』
＊高良明氏 「職業奉仕の人生と経営」
1.人生の目的と哲学
(1)生きがい(幸福)の発見
ﾌﾗﾝｽの思想家ﾙｿｰ(1712・78)の生きがい
(2)人生の3つの課題(①仕事②交友③愛)一人間関係
ｵｰｽﾄﾘｱ出身の心理学者ｱﾄﾞﾗｰ(1870-1937)
(3)善く生きる(幸福)一人生哲学(決議23-34)
{決議23-34}「ﾛｰﾀﾘｰは基本的には一つの人生哲学であ
り､それは利己的な欲求と義務及びこれに伴う他人のた
めに奉仕したいという感情の間に常に存在する矛盾を
和らげようとするものである｡この哲学は奉仕一「超我
の奉仕」一の哲学であり「最も良く奉仕する者､最も多
く報いられる｣という実践倫理の原理に基づくもの。」
・「Service Not Self」→「Service Above Self」
・最澄(766-822)「悪事を己に向かえ､好事を他に与え､
旦を忘れて他を利するは慈悲の極みなり」
・老子(紀元前604年頃?)「人に与えて､己れいよいよ多
し」(老子第81章)



【第３８回４月２４日(木)】
｢第1回 創立30周年記念例会実行委員会」

＊創立30周年記念例会実行委員会 細谷和彦委員長
1.創立30周年記念実行委員会 組織票
2.創立30周年記念実行委員会 各委員会の具体的役割内容
3.創立30周年記念実行委員会 日程(最終締切)
4.その他質疑
(1)予算はいくらか 280万円
(2)記念品の選定 今後検討
(3)記念例会の日程

2015年5月21日(木)から5月28日(木)に変更(会場理由)
受付 15：00 点鐘 16：00

(4)講演､出し物については今後検討
お客様に喜ばれるようなもの

(5)登録受付委員会､案内接待委員会は合同でやった方が
良い

2.職業奉仕について
(1)仕事(職業)の意味
①生計維持(資事)②自己実現(志事)
③組織維持(支事)④社会奉仕(使事)

(2)ﾛｰﾀﾘｰの目的とSERVICEの意味
①ﾛｰﾀﾘｰの目的(綱領)「意義ある(有益な)事業の基
礎として奉仕の理念(理想)を奨励(鼓吹)し､これを
育む(育成する)ことにある」 ②SERV工CEの意味
相手の事を思い､相手の為になるような行為

《 ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝﾙｰﾙ 》
・｢人にせられんと思うことは､人にもまたその如くせ

よ」(新約聖書ﾏﾀｲ伝福音書)
・「己の欲せざる所、人に施すなかれ」(論語)
・道元(1200-1253)「治生産業固より布施に非ざるこ

と無し」
・｢職業は奉仕の一つの機会」
(｢職業宣言｣1989年規定審議会)

・｢職業奉仕｣は有償行為:だからこそ倫理観が問われる
②職業倫理
・倫理の意味・「四つのﾃｽﾄ」・「倫理訓」
3.ｼｪﾙﾄﾞﾝの奉仕の原則
(1)ｼｪﾙﾄﾞﾝの経歴
1868年 ﾐｼｶﾞﾝ州ﾊﾞｰﾉﾝ生まれ
1902年 ｼｶｺﾞ｢ｼｪﾙﾄﾞﾝ･ﾋﾞｼﾞﾈｽ･ｽｸｰﾙ｣設立 販売学教える
1908年 ﾁｪｽﾘｰ･ﾍﾟﾘｰと共にｼｶｺﾞRCに入会
1910年 ｼｶｺﾞ第1回全米ﾛｰﾀﾘｰ・ｸﾗﾌﾞ連合会で披露
「He profits most who serves his fellows best」

1911年 第2回ﾛｰﾀﾘｰ大会(ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ)で奉仕の標語発表
「He(One) profits most who serves best」

1927年「職業奉仕」(Vocational Service)が公式標語
1930年 ﾛｰﾀﾘｰを退会
1935年 ﾃｷｻｽ州で67歳の生涯を閉じる
(2)奉仕の原則
奉仕の原則は自然の法則(因果の法則)弱い火(原因)は
弱い熱(結果)強い火(原因)は強い熱(結果)
(3)管理の原則
①良い品質(良質な商品と適正な価格)②適切な量
(十分な量) ③管理の状態(良質な人財によるｻｰﾋﾞｽ)

4.職業奉仕の経営

出席報告

例会日 会員数

　出席

義務

者

出席

数
欠席数

本日

出席率

前々

回欠

席数

MU
前々回

修正

4月18日 32 31 14 17 45% 6 6 100%

4月24日 32 31 21 10 68% 7 7 100%

寄付報告

月日 件 合計 累計 目標額 達成率

4/18 0 0 61,000 160,000 38%

4/24 14 14,000 75,000 160,000 47%

4/18 0 0 461,000 640,000 72%

4/24 14 14,000 475,000 640,000 74%

4/18 0 0 788,500 1,200,000 66%

4/24 14 16,000 804,500 1,200,000 67%

4/18 0 0 487,000 600,000 81%

4/24 13 13,000 500,000 600,000 83%

R財団

ｴﾝﾄﾞﾎﾟﾘｵ

米山記念

奨学会

ﾆｺﾆｺ

BOX

ﾌﾚﾝﾄﾞ

ﾘｰBOX

クラブ会報委員会
石川演慶委員長 三富末雄副委員長
森山圭介委員 本藤光隆委員 編集担当：石川演慶 三富末雄

※(R財団目標額：会員数×120㌦×100円⇒119%達成(43万円)のため 3/13より
ｴﾝﾄﾞﾎﾟﾘｵ～2018を積立 会員数×5,000円目標 米山目標額：会員数×2万円)

*4/24 (会員敬称略･順不同)

鈴木良一 細谷委員長､30周年記念事業の計画をよろし
くお願いします｡
志村正夫 4/21平沢勝栄衆議員文化政経ｾﾐﾅｰに出席し
ました｡話の最後にｼﾞｮｰｸで｢政治家と掛けてｶﾗｵｹと説く
その心は選挙区が選べない｡小野寺防衛大臣が今日皆様
無ですよ｣と言われました｡明日の日本が心配です｡

ﾆｺﾆｺﾄﾞﾈｰｼｮﾝﾒｯｾｰｼﾞ

4.職業奉仕の経営
(1)経営理念に基づく奉仕型ﾘｰﾀﾞｰ
①経営理念の大切さ ②ﾘｰﾀﾞｰのあり方(ｻｰﾊﾞﾝﾄﾘｰﾀﾞｰ)

(2)利益と倫理の統合
①二宮尊徳(1787-1856) 「報徳仕法」
②渋沢栄一(1840-1931)

「論語算盤説」「道徳経済合一説」「義利両全説」
③松下幸之助(1894-1989)

「営利と社会正義の調和に念慮し国家産業の発達を図
り社会生活の改善と向上を期す」


