
 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROTARY  

CLUB OF 

TOKYO 

YAMANOTE 

2011/2012 

REACH  WITHIN  TO 

EMBRACE  HUMANITY 

RI会長 カルヤン・バネルジー 
 

OPEN UP ROTARY SPIRITS 

会長 渡邊惠一郎 

 
 
点鐘・・・・・・・・・・・・・・・・       渡邊会長 
 
ロータリーソング・・・・・・          「四 つのテスト 」 

                               ソングリーダー ： 佐藤雅巳さん 
 
ビジター・ゲスト紹介・・・                    親睦委員会 
 
祝賀者・・・・・・・・・・・・・・       誕生日                               春日正好さん（24日） 
 
祝賀者・・・・・・・・・・・・・・       結婚記念日                          増田静一さん（24日）  倉知英行さん（27日） 
 
会長報告・・・・・・・・・・・・    渡邊会長 
 
委員会報告・・・・・・・・・・    各委員会・同好会 
 
幹事報告・・・・・・・・・・・・    川手幹事 
 
ニコニコ発表・・・・・・・・・        ＳＡＡ 
 
卓話・・・・・・・・・・・・・・・・  「  「  「中 国 古 美 術 の現 状 」    神通康夫  会員  
 
次週予告・・・・・・・・・・・・       プログラム委員会 



●

2012年 3月 15日（木） 

会員数  61名 （対象） 61名 

当日出席数   40名（65.57%） 

前回修正出席率         （86.89%） 

安藤和也さん （岡山西 RC） 

●

震災復興支援委員会  （清水委員長） 

＜2011-2012年度 義援金報告・下期＞ 

前回までの合計                    ５１０，４３９円 

3/8分小口                               １０，０００円 

3/15 例会                           ６１０，０００円 

3/15 小口                                            ４，０００円 

累計                    １，１３４，４３９円 
  
 
親睦委員会 ・ ゴルフ  （清水担当委員） 
昨３月１４日（水）開催の親睦ゴルフ会は

好天の桜ヶ丘カントリークラブで行われまし
た。 上位入賞者は、優勝・髙村昌秀さん。 
準優勝・佐々木光勝さん。 ３位・星野勇介
さんでした。  
次回は５月３０日（水）相模原ゴルフクラ

ブで開催します。 プレー費を交渉して、安
くしてもらいますので、奮ってご参加してく
ださい。 
 
 
親睦委員会 ・ 観桜会  （髙村担当委員） 

3/29（木）観桜会、八芳園にて、18：00受
付、18：30点鐘、お待ちしています。 
 
 
親睦委員会 ・ 旅行   （柴崎担当委員） 
〈親睦一泊旅行の件〉 
4/21（土）～22（日） 仙台旅行（松島・塩

竈） 参加費１人３０，０００円。 １人部屋
利用の方４６，０００円。  
新幹線は、4/21はやて 19号の指定席を

各自で購入して下さい。           

座席は事務局より案内します。 復路は乗
車券のみにして、現地で指定をとるように
したいと思います。まだ参加間に合います。 
よろしくお願いします。 
 
 
会長エレクトより報告  （星野エレクト） 
１） 3月 1日～2日、目黒雅变園にて

2012-13年度会長エレクト研修会（通称ＰＥ
ＴＳ）が行われました。 1 日目は全体会議、
次年度佐久間ガバナーエレクトによる国際
協議会の報告、次年度目標、クラブ会長の
役割と責務の研修。 2日目はグループに
分けテーマ別意見交換会、ロータリーの奉
仕活動のセッションで、日野さんの職業奉
仕理論について研修を受けました。 修了
証をいただきました。 佐久間ガバナーエ
レクトの「ＥＮＪＯＹ ＲＯＴＡＲＹ」で、次年度
国際ロータリー田中作次会長の標語は、
「奉仕を通じて平和を」になりました。  
4月 11日（水）に次年度地区協議会が行
われます。 次年度委員長をお引き受けい
ただいた委員長の皆さん、委員長お引き受
け頂き有り難うございました。 後ほど髙村
次年度幹事より出席のお願いがあると思
います。 是非ご出席を御願い致します。 

 
２） 3月 11日（日）川手幹事と二人で、被
災地岩手県山田ロータリークラブの主催す
る、「鎮魂と希望の鐘」 除幕式に招かれ、
行って参りましたのでそのスライドを映しま
す。 その前に2月の万丈篭贈呈式の模様
を岩手放送に放映されたビデオご覧下さい。
盛岡西ＲＣのご配慮で特別に編集されたビ
デオです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●  

本日の合計                                 ７７，０００円 

3/8例会分                                                     ５，０００円 

    累計                       １   ，９７０，２００円 
 

昨日の親睦ゴルフ会に

特別参加させていただき、馬券を的中さ

せましたので、ニコニコと震災復興に寄

付いたします。 

昨日のゴルフ楽しみま

した。 例会は休みが多くてすみませ

ん。 

草津スキーでは日野校

長先生、倉知、川手幹事、大変お世話に

なりました。 お蔭様で、今年もスキーが

出来ました。 ニコニコ。 

先日のそばを喰らう会

に久しぶりに出席出来て、楽しく過ごさ

せて頂きました。 ニコニコへ。 

ごたごたとヤボ用で欠

席ばかり。 何とか出席を増やすよう心

掛けます。 

結婚祝ありがとうござい

ます。 

 

結婚記念日のお祝いを

いただきありがとうございました。    

27年目です。 

しばらく年度末多用でロ

ータリーを離れていましたが、例会に出

かけてくるときの気分は格別です。 なご

やかで笑顔の数がほかよりも多いから

です。 そろそろ桜も芽咲くことでしょう。 

昨日は親睦ゴルフ、天

候も最高、楽しくプレーさせて頂きました。 

委員の方々ご苦労様でした。 

いよいよ春ですね！ 

ニコニコ！ 

昨日で確定申告が終了

しました。 ニコニコ！ 

漸く春が来たようです

ね。 私の鼻煙壷展も25日で終わります。

さて次は何をやるか！ 

今度の震災で 291日

間働いた自衛隊に感謝します。 

昨日のゴルフコンペ

とっても楽しかったです。 宇野さん、横

山さん、市川さん、皆々様大変お世話に

なりました。 これからも宜しくお願いしま

す。 

元会員の竹村さんから、

当り馬券の 7,000 円を託されましたので、

ニコニコと震災復興に振り分けて寄付さ

せていただきました。 再入金について

も前向きに考えてくれているそうです。 

復帰してくれるといいですね。 

 

 

 



親睦ゴルフ大会楽しみ

ました。 お世話になりました。 いつも

人を楽しませるために参加賞のみをねら

って、その通りになりました。 ニコニコで

す？ 

昨日の親睦ゴルフコン

ペは、ベスグロ優勝することができまし

た。 みなさんありがとうございました。 

西澤さん、後藤さん、清水毅さんお世話

になりました。 

もう春ですね。 個人

の確定申告も今日が最終日、ホッとして

います。 

先日の「旨い蕎麦を喰

らう会」の際、皆様からお心遣いをいた

だき、有難うございました。 

 

 

●

「職業奉仕について」  

日野正紀 会員 

 

不思議なことに、「ロータリーにとって

職業奉仕は大切」と云われながら職業

奉仕はあまり話題に上りません。 意味

合いがはっきりしないからでしょう。 そこ

で、職業奉仕の歴史を顧みながら意味

合いを尋ねてみたいと思います。 

ロータリークラブは、弁護士のポール・

ハリスが仲間を集い、明治 38年（1905

年）米国のシカゴで誕生しました。 会員

間の親睦と商取引が目的のクラブです。

当時、米国は不況のただなかで、シカゴ

は彼のマフィアが横行する無法地帯でし

たから、人々は心を許せる仲間を望んで

いたのでしょう。 ともかく、脅しや騙しが

あたりまえで、稼ぐが勝の世相ですから

当然とも云えます。 時宜を得て誕生し

たロータリークラブは急速に数を増やし、

数年後には全米ロータリークラブ連合会

が結成されます。 

明治 43年（1910年）の連合会でビジ

ネススクールの経営者アーサー・シェル

ドンが Business Method Committeeを立

ち上げました。 シェルドンはこの委員会

で「永続的に利益を上げる方法」を説い

たわけです。 商取引が中心であったロ

ータリークラブは様相が一変しました。 

クラブの会員は Business Methodを自ら

の仕事で実践し利益を上げていきました

が、所属する同業組合でもこれの実践を

推奨し同業者にも利益をもたらすことに

なりました。 マフィアとの熾烈な戦いに

も打ち勝ち米国社会に大きな影響をあ

たえます。 ロータリアンは尊敬の的に

なりました。    

こうしてロータリーの活動は 1920年～

1930年代に絶頂期となり、世界中に広

がります。 日本でも大正 9年（1920年）

に東京クラブが、大正 11年（1922年）に

大阪クラブが設立されました。 

では Business Methodの中身を見て

みましょう。 Business Method即ち「永

続的に利益を上げる方法」としてシェルド

ンは「顧客に満足を与えること」と説きま

した。 具体的には適正な品質、適正な

価格、納期の厳守、良好な接客態度、 

確実なアフターケア、法令遵守、などを

守ることと云うわけです。  



裏返して云えば、脅し、騙し、贈収賄、不

正、売りっ放し、法令違反、などは一切し

ないと云うことになります。 こうして見て

行くとシェルドンが提唱した Business 

Methodの実践には高い倫理観が必要

なことが理解できます。  

Business Method は昭和 6年（1931）

に英国の提唱で職業奉仕（Vocational 

Service）と名称が変わりました。 奉仕と

は人のために何かを行うことですから、

「職業奉仕」は Business Methodを実践

することとなります。  

現在、職業奉仕の標語として「最もよく

奉仕する者、最も多く報いられる」があり

ますが、これはシェルドンの He Profit 

Most Who Serves Bestの日本語訳です。

「顧客満足を心掛け事業を行えば、大き

な利益が得られる」とでも訳すと解りや

すいと思います。 因みに、台湾では「積

善の家には必ず余慶あり」を標語にして

います。  

縷々述べてきましたので職業奉仕の

意味するところは理解願えたと思います

が、これを短い言葉で言い換えますと、 

 

「職業奉仕とは 職業倫理に基づき 

顧客満足を目指して自らの職業を 

営むことである 

職業奉仕の実践は 自らの職業を 

繁栄に導き 職業を通じて社会に 

貢献することに繋がる」 

 

となります。 この理念は江戸時代から

の伝統的な理念と合致しています。   

したがって日本人としては至極当然な理

念です。 とはいえ職業奉仕に悖る行為

もまま見受けられるのは残念なことです。

私達ロータリアンは職業奉仕の理念を

常日頃から念頭に置き行動したいもので

す。 

 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

「職業奉仕の卓話をお聞きしての感想」 

沖正一郎 会員 

商いはあきない、─── 

・ 真面目に粘り強く。 

・ お客様の笑顔が生き甲斐、 

この店で買物してよかった、 

又こよう。 

 



 

 
 
 

 

4月    5日（木）      卓話 「アロマ空間デザイン（会社で、お店で、ご家庭で）」 

片岡 鄕 会員 

理事会 13：45～ ２Ｆ「藤の間」 

TOGETHERS実行委員会ミーティング  

理事会終了後 ２Ｆ「藤の間」 

4月 11日（水）      2012-13年度 地区協議会  8：30～ 目黒雅变園 

4月 12日（木）      卓話 「大ピンチを大チャンスに ─ 震災なんかに負けて 

たまるか」  大杉繁雄様（清水さん紹介） 

4月 19日（木）      卓話 「身近に迫るサイバー脅威の現実 ─ 新たな局面に 

                  入るサイバー戦争」  大澤 淳様（日野さん紹介） 

4月 21日（土）～22日（日）  親睦旅行 「塩竈・松島の旅」 

4月 26日（木）      卓話  田中 剛様 （川合さん紹介） 

5月    3日（木）    例会休み （憲法記念日） 

5月    6日（日）～9日（水）   2012年ロータリー国際大会  開催地 バンコク 

5月 10日（木）      卓話 「昼下がりにシャンソンを・・・」  

友納あけみ様 （川合さん紹介） 

 

観桜会  「八芳園」  受付 18：00 点鐘 18：30 
 

祝賀者  誕生日     井上明義さん（29日）  新居英一さん（31日） 

祝賀者  誕生日     大川丈男さん（4/3日） 

祝賀者  夫人誕生日  弘田明成さん（29日） 

祝賀者  結婚記念日  山崎良雅さん（4/2日）  黒岩智行さん（4/4日） 

懇親会   

 

 

 

 

★山の手ロータリーのホームページがリニューアルしました。 

http://www.tokyo-yamanote-rc.gr.jp/             今週の担当  北原慎庸 委員 

事務局  

 

 

例会  

 

会長  

幹事  

会報委員長   

事務局員  

執行時間 

〒107-0052  港区赤坂 2-15-7 ミラフローレス赤坂 701 
電話 5561-3391  FAX5561-6520 
E-mail jm@tokyo-yamanote-rc.gr.jp 
 毎週木曜日 12:30～13:30 
ザ・キャピトルホテル東急 

川手直明 

宇野  旭 

入江浩子 

平日 午前 10時～午後 5時 
（土曜日・日曜日・祝祭日は休み） 

渡邊惠一郎 

http://www.tokyo-yamanote-rc.gr.jp/

