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●第 1230回例会報告 

ROTARY  

CLUB OF 

TOKYO 

YAMANOTE 

2012/2013 

PEACE THROUGH 

SERVICE 

RI会長 ： 田中作次 
 

LET’S ENJOY ROTARY 

会長 ： 星野勇介 

第１２５３回例会プログラム 

2013年 6月 27日(木) 

新旧理事・役員・委員長歓送迎夜間例会 

点鐘・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         星野会長 

ロータリーソング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         「四つのテスト」 

                                             ソングリーダー ： 生駒昌太郎さん 

ビジター・ゲスト紹介・・・・・・・・・・・・・・・・      親睦委員会 

会長挨拶・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        星野会長 

会長・幹事へ記念品贈呈・・・・・・・・・・・・      吉岡桂輔会長エレクト 

出席賞の記念品贈呈・・・・・・・・・・・・・・・      山崎武彦出席委員長 

現理事・役員・委員長・地区委員紹介・・      髙村幹事 

新理事・役員・委員長・地区委員紹介・・      瀧本副幹事 

委員会報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        各委員会・同好会  

幹事報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        髙村幹事 

ニコニコ発表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           ＳＡＡ 

次週予告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          プログラム委員会 

閉会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       星野会長 

木槌引継式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・             星野会長から吉岡エレクトへ 

第二部   懇親会 



●第 1252回例会報告 

2013年 6月 13日（木） 

会員数  60名 （対象） 60名 

当日出席数   39名（65.00%） 

前回修正出席率         （88.33%） 

 

・ビジター 

大澤秀利さん（東京江東 RC） 

 

・ゲスト 

佐藤  孝さん(次年度入会会員) 

鍜治真起さん（竹村さん紹介） 

松岡  潤さん（清水毅さん紹介） 

 

 

●委員会報告 

震災復興支援委員会（清水庸男委員長） 

＜2012-2013年度 募金報告・下期＞ 

前回までの合計     ２，１０３，０００円 

 6/13  例会                                                                              ６０，０００円 

累計                   ２，１６３，０００円 

 

  目標の 250万に未達ですので、6/27の

夜間例会でも受付けます。 よろしくお願

い致します。 

親睦委員会   （川合委員長） 

  6/8(土)の静岡日本平 RC トゥゲザーズ、

6/9(日)大ボウリング大会 28名、6/12(水)

二木会 28名、参加ご苦労様でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

親睦委員会 

     （2013～2014年度 西澤委員長） 

  吉岡年度、第 1回目の親睦ゴルフ会の

ご案内です。 

9月 18日（水） 相模原ゴルフクラブ 

皆様の参加をお待ちしております。 

 

 

 

 

 

第 2回 ボウリング大会 2013.6.9（日） 

東京ドームボウリングセンター 



●ニコニコＢＯＸ 

本日の合計                                                    ５２，０００円 

    累計               ３，２０８，７７２円 

 

浅野健太郎さん  日曜日は、ボウリン

グ大会にはじめて家族で参加させてい

ただきました。 家族一同大変楽しくす

ごさせていただきました。 川合さん、

ありがとうございました。 

伊達 幹さん  日野さん、地区の職

業奉仕委員長をお疲れさまです。   

今日は当クラブでの卓話を楽しみにし

ております。 

江中武久さん  本日ソングリーダーを

させていただき感謝！ 

灰田美知子さん  本日は主人にまで

お祝いの品、ありがとうございます。 

ニコニコ。 

幡野永由さん  昨夜二木会に出席し

ました。 久方ぶりで楽しかった。   

ニコニコです。 

星野勇介さん  日野地区職業奉仕委

員長、卓話ありがとうございます。   

日野さんの他クラブでの卓話で、山の

手 RCの知名度が向上しました。 

川合 孝さん  6/8日本平 RC トゥゲ

ザーズも、6/9ボウリング大会も、6/12

二木会も参加ありがとうございます。 

おつかれ様でした。 

清水 毅さん  本日、ビジターゲスト

として松岡さんをお連れしました。   

よろしくお願いします。 

鈴木康之さん  星野年度、いよいよあ

と一回ですね。 最后まで頑張って下さ

い。 

髙村昌秀さん  今日は社員旅行に行

っています。 瀧本さん、よろしくお願い

します。 

竹村潤二さん  昨夜は二木会にて大

変お世話になりました。 又、清水さん

にも、その後お世話になりました。    

ありがとうございました。 

瀧本 司さん  次年度の準備でバタ

バタですが… ニコニコ。 

渡辺彰敏さん  結婚記念日のお祝い

をありがとうございます。 お祝いの品

もさることながら、毎年 RCの結婚記念

日祝いが大変貴重なリマインダーにな

っており、大感謝！ 

山田 清さん  9日のボウリング大会

では主催の東通メディアの社員の皆様、

参加の皆様、お疲れ様でした。 おか

げでドラゴンチームが総合力で優勝し

ました。 そのせいか、いまだに筋肉痛

です。 

横山雅也さん  昨日の二木会楽しか

ったです！ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●卓話 
「職 業奉仕 について」 

                            国際ロータリー第 2750地区 

                            2012～2013年度 職業奉仕委員長 

                                     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）に英国などの提唱で職業奉仕（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、永続的に利潤が得られる」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奉仕する 

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。 



 
 
 
 
 
 

●山の手伝言板  

2013～2014年度 

                          4    7月  4日（木）             理事会 11：00～ 例会場 

                      クラブ協議会 13：45～ 

                          4    7月 10日（水）             山の手 手話サークル 

                          4    7月 11日（木）             卓話「チェルノブイリ」    

（株）デイズジャパン 代表取締役社長 広河 隆一様（灰田さん紹介） 

                          4    7月 18日（木）             卓話「ロータリー希望の風奨学金」 

                    ロータリー希望の風 代表 上野 操様（吉岡さん紹介） 

                          4    7月 25日（木）             卓話「福島第一原子力発電所事故を経験して考えた事」 

                前愛育病院院長 元東京大学医学部講師 産婦人科医師  

堀口 貞夫様（灰田さん紹介） 

★山の手ロータリーのホームページ 

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

東京山の手ロータリークラブ 
事務局  

 

 

例会  

 

会長  

幹事  

会報・HP委員長  

事務局員  

執行時間  

〒107-0051  港区元赤坂 1-1-7 オリエント赤坂モートサイドビル 708号室 
電話 6459-2640  FAX 6459-2641 
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 

髙村昌秀 

北原慎庸 

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） 

星野勇介 

●第１２５４回例会予定 [2013年 7月 4日(木)]  

 

祝賀者  誕生日    倉知英行さん  （9日） 高橋悦男さん（9日） 

              ﾊﾟｰﾄﾅｰ誕生日   生駒昌太郎さん（1日） 山崎武彦さん（5日） 

 

卓話                  「今年度の目標について」 

                    吉岡 桂輔 会長 

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

