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本日本日本日本日のののの行事予定行事予定行事予定行事予定    ((((2012 年年年年 10 月月月月 12 日日日日))))    第第第第 2897 回例会回例会回例会回例会 卓話担当卓話担当卓話担当卓話担当：：：：米山奨学委員長米山奨学委員長米山奨学委員長米山奨学委員長    伊藤哲朗君伊藤哲朗君伊藤哲朗君伊藤哲朗君    講講講講        師師師師：：：：地区米山奨学委員地区米山奨学委員地区米山奨学委員地区米山奨学委員                 鮑鮑鮑鮑尓尓尓尓吉徳吉徳吉徳吉徳(ボルジド)君君君君                          （（（（名古屋栄名古屋栄名古屋栄名古屋栄ＲＣＲＣＲＣＲＣ））））                  米山奨学生米山奨学生米山奨学生米山奨学生    周夏周夏周夏周夏(シュウ カ)君君君君 演演演演        題題題題：「：「：「：「夢夢夢夢とととと現実現実現実現実」」」」     先回先回先回先回のののの記録記録記録記録（（（（例会例会例会例会））））    第第第第 2896 回回回回 ’’’’12 年年年年 10 月月月月 5 日日日日（（（（金金金金））））晴晴晴晴れれれれ 卓話担当卓話担当卓話担当卓話担当：：：：職業奉仕委員長職業奉仕委員長職業奉仕委員長職業奉仕委員長    生田達一君生田達一君生田達一君生田達一君    演演演演        題題題題：「：「：「：「真真真真のののの““““職業奉仕職業奉仕職業奉仕職業奉仕””””がががが    ロータリーロータリーロータリーロータリーをををを救救救救うかうかうかうか」」」」    ロータリーソングロータリーソングロータリーソングロータリーソング    「四つのテスト」   ソングリーダーソングリーダーソングリーダーソングリーダー 鈴木吉男君 ゲ スゲ スゲ スゲ ス トトトト    台北滬尾扶輪社･花進財(Angus)君        花進財夫人   黄筱玪さん 会 員 総会 員 総会 員 総会 員 総 数数数数  71 名    9 月 14 日例会分訂正 出席免除会員出席免除会員出席免除会員出席免除会員  21 名     欠 席 会欠 席 会欠 席 会欠 席 会 員員員員    13 名 本日出席会員本日出席会員本日出席会員本日出席会員  63 名     MAKEUPMAKEUPMAKEUPMAKEUP 会会会会員員員員     9 名 本日本日本日本日のののの出席率出席率出席率出席率  88．73%    訂正出席訂正出席訂正出席訂正出席 率率率率   100% 超 過 出超 過 出超 過 出超 過 出 席席席席 鈴木吉男君（第 2期ＲＬＩ2760 分科会研修パートⅠ）、伊藤哲朗君（地区クラブ米山奨学委員長会議） 
 会長会長会長会長挨拶挨拶挨拶挨拶     篠田廣会長篠田廣会長篠田廣会長篠田廣会長     皆さん今日は、だいぶ秋の気配が感じられるようになりましたが、お元気にご活躍のことと思います。記録に残っている9月の平均気温では、100 年間で一番暑かったそうです。 さて本日は台北滬尾ＲＣのパスト会長花進財先生夫妻においでいただきました。当クラブの 11月 3 日の記念式典の日はメキシコに旅行予定があり、出席できないために今回の訪問となったそうです。ご夫妻は大変親日家であり、御主人は日本

語の勉強、奥様は日本舞踊をお習いと聞いております。また我々が先日、滬尾ＲＣを表敬訪問した際には、ご夫妻に大変お世話になりました。こうして両クラブの交流が増々深くなるよう願っております。 さて今月は職業奉仕月間です。後で生田委員長よりお話が聞けると思いますが、今月の『ロータリーの友』に田中作次 RI会長のスピーチがありましたので紹介させていただきます。 「私は『奉仕を通じて平和を』という概念に難しい哲学はないと思っております。私は哲学者ではありません。一介のビジネスマンです。ただビジネスマンとしての長年の経験から、私は事業を成功させるには、顧客の満足を追求する以外にないという結論に達しました。顧客に喜んでもらえれば、事業も成立します。そうすれば私自身も幸せになれる。しかしそれは事業が成功しているからだけでなく、人を幸せにしてあげることができたという認識があるからです。ロータリーのビジネスは、利益の追求ではなく、平和の追求です。ですから私たちにとって、報酬はお金を手に入れることではなく、自分の努力によってより良い、より平和な世界が実現するのを見届けることにあります」 優れた企業経営者である田中作次 RI 会長は、顧客満足度の追求こそが成功の道であるとしました。この発言はロータリーの金看板であり、また我々が受け継ぎ、未来へ渡していかなければならない、いわば、「遺伝子」でもある「職業奉仕」そのものを指しています。 私自身の職業奉仕の理念や哲学については、医師として患者様に対して、開業当初より、父から受け継いだ「四つのテスト」 一、真実かどうか 二、みんなに公平か 三、好意と友情を深めるか 四、みんなのためになるかどうか……を倫理として職業奉仕としていると思っております。「One profits most who serves best（最高の奉仕は最高の利益を得る）」という 100 年前に出来上がった理念は、今日の企業活動理念と根底の部分が全く
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同じであり、このアーサー・シェルドンのことばは現在の顧客満足度、顧客ロイヤルティなどによる経営手伝いの医大な祖先であった思います。  幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告     稲垣宏高幹事稲垣宏高幹事稲垣宏高幹事稲垣宏高幹事    1. 本日 5 日、60 周年祝賀会委員会を「みやこ」にて開催します。担当委員会の方は、ご出席お願い致します。 2. 本日リスボン国際大会のパンフレットを回覧しております。 3. 本日、台北滬尾ロータリークラブ花進財（ファージンザイ）君と夫人の歓迎会を「みやこ」にて6：30 より開催いたします。 4. 本日例会終了後、理事会がございます。 5. 次回 3 分間スピーチは伊藤祥文君です。よろしくお願いいたします。 以上です、よろしくお願いいたします。  ニコボックスニコボックスニコボックスニコボックス報告報告報告報告    第第第第 2892892892896666 回回回回    片岡鉄片岡鉄片岡鉄片岡鉄ニコボックスニコボックスニコボックスニコボックス委員委員委員委員長長長長    アンガスご夫妻(滬尾ＲＣ) 髙田修君（東京世田谷ＲＣ） 神奈川東ＲＣにいました髙田修です。この度東京世田谷ＲＣに移籍しました。これからも宜しくお願い致します。 篠田廣会長、滝川林一副会長、稲垣宏高幹事 ①台北滬尾ＲＣアンガス夫妻と東京世田谷ＲＣ髙田さんをお迎えして。②本日もよろしくお願いいたします。 幅辰雄君、加藤隆朗君、水野憲雄君、大河内勝彦君、岡本康義君、坂井裕君、佐藤栄一君、佐藤敬治君、寺島淳一君 台北滬尾ＲＣのアンガス御夫妻をお迎えして。 住田正幸君、伊藤幸蔵君、大河内勝彦君、山田勝弘君、服部貴君、片岡鉄君 アンガス夫妻と東京世田谷ＲＣ髙田さんをお迎えして。 住田正幸君、山田勝弘君、滝川林一君、猪飼充利君、中野義光君、伊藤哲朗君、岡本康義君、生田達一君、浅井彦治君、野々山勝也君、堀田力男君、稲垣宏高君、加藤隆朗君 ウェスティンナゴヤキャッスルに 60 周年記念式典の試食に行ってきました。和食と洋食でジャッジを行いました結果、洋食の圧勝でした。ということで 11月 3日は洋食です。 服部昭三君 本日、盆栽の梅酒をみなさん試飲してみてください。 加藤則之君 浅井賢次さんに手打ちのそばをいただきました。大変おいしかったです。ありがとうございました。 

佐藤敬治君 ①ウィーウリーに写真がのりました。②先週の例会で相羽さんにお世話になりました。 児玉昭君 今月の結婚記念日は金婚式を迎えます。よくもちました。感謝！ 宇佐美三郎君 札幌の雁来にスタンドオープンしました。 生田達一君 本日、卓話担当です。 鶴見治貞君 3分間スピーチをします。 浅井賢次君 職業奉仕委員長さまご苦労様です。 伊藤祥文君 6日、7日は秋祭です。どうぞ神社へ。 三輪孝秀君 前任の山本が江南支店長になりました。皆さんによろしくお伝え下さい、とのことです。 山田清三君 加藤泰一郎委員長に迷惑をかけます。 三輪孝秀君、前田昭生君、小林啓子君、相羽あつ子君 ウィークリーに写真が載りました。 松崎安孝君、河西あつ子君、篠田知生君 八木秀雄君 その他。 
 台北滬尾扶輪社台北滬尾扶輪社台北滬尾扶輪社台北滬尾扶輪社のののの花進財花進財花進財花進財さんさんさんさん挨拶挨拶挨拶挨拶  つしまロータリークラブのみなさん、こんにちわ：わたしは Angus です。はじめて おんしゃのれいかいを さんかさせていただいて ひじょうにうれしいです。こんごも このように なごや あるいは たいぺいで ていきてきに あいたいと おもいます。さいごに もういちど みなさんのあたたかい せったいをかんしゃします。わたしと かないは このゆうじょうをだいじに させていただきます。             鶴見治貞鶴見治貞鶴見治貞鶴見治貞君君君君    台北滬尾ＲＣのアンガスさんが来られましたが、私が幹事をしていた 1981(昭和 56)年、橋本四郎29代会長の時に、28代の寺田健一会長の紹介で淡水ＲＣと姉妹締結しました。乾杯（カンペイ)、また乾杯の嵐でした。           

1981 年 9 月 11 日締結 
1981 年 6 月 19 日創立 

また、清林館高校インターアクトクラブを創立したり、尾張第 2分区Ｉ.Ｇ.Ｆ.（インターシティ・ジェネラル・フォーラム）のホストを務めたり忙しい年でした。 
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 卓卓卓卓    話話話話    卓話担当卓話担当卓話担当卓話担当：：：：職業奉仕委員長職業奉仕委員長職業奉仕委員長職業奉仕委員長    生田達一君生田達一君生田達一君生田達一君    演演演演        題題題題：「：「：「：「真真真真のののの““““職業奉仕職業奉仕職業奉仕職業奉仕””””がががが    ロータリーロータリーロータリーロータリーをををを救救救救うかうかうかうか」」」」     こんにちは、職業奉仕委員会委員長の生田です。今月は「職業奉仕月間」ですので、私が本日卓話を担当いたします。 「職業奉仕は難しい」とよく言われます。一方では「職業奉仕はロータリーの金看板である。ロータリーの原点、根幹である」と言われます。職業奉仕委員会の目的は「職業奉仕」というものを啓蒙すること、理解を深めることとありますので、入会わずか 3 年めの私が、この深い意味を持ちつつもややこしい職業奉仕について話をすることは相当難ありですが、委員会の役割の一端を果たすつもりで務めさせていただきます。  とは申しましても、既に 3度も地区の研修会に参加したものの未だによくわかっていない状況にありますので、地区で制作されたＤＶＤの力を借りてというか、ＤＶＤの上映をメインにすすめます。本日の卓話のタイトル「真の『職業奉仕』がロータリーを救うか」はこのＤＶＤのタイトルです。このＤＶＤの上映時間は約 17 分ですので、残りの時間は私のにわか知識でつなぐことにします。  
 ［ロータリーの樹］ ① ロータリーを 1 本の樹にたとえて職業奉仕の重要性を説明します。「ロータリーの樹」の大まかな位置づけとしては、「根」はクラブ奉仕、「幹」が職業奉仕、「枝や葉」は社会奉仕・国際奉仕・新世代奉仕、「花」はロータリー財団となります。 ② ロータリークラブの会員は「ロータリー綱領」を基本として、「四つのテスト」を行動の規範として、奉仕活動の実際を体得することからロータリアンに進化します。進化の過程の基盤には、公式標語の「超我の奉仕」「最もよく奉仕する者、最も報いられる」が存在します。 ③ クラブ奉仕という「根」から吸収された「水」と「栄養」、すなわち「サービスの理念」は、ロータリーの根幹といわれる職業奉仕の「幹」

に入り、「幹」の中にある「奉仕の理想」という「導管」を通って、社会奉仕・国際奉仕・新世代奉仕という「枝や葉」に届き、ロータリー財団という「花」を咲かせます。またそれぞれの奉仕活動が、すべてお互いに助け合い、励まし合い、相働いて多くの「実」を結びます。 （渡辺好政元 RI理事の説明を抜粋）  ［職業奉仕とは？］  職業奉仕はロータリーが職業人の集まりであり、自らの職業の実践を通して他人の役に立とうとするから「ロータリーの金看板」とも言われます。すなわち「利益を得ながら奉仕を行う」ことがロータリーの基本です。ここで大切なことは「奉仕の心」を伴わない実践ではなく、心と実践が相俟って初めて結果として利益が得られるのであり、それを称してロータリーの専門用語として「職業奉仕」と言われています。 （苫小牧東ＲＣ 綱記保利）  ［職業奉仕は例会に出席し学ぶことから始まる］ ・ 入りて学び、出でて奉仕せよ（アメリカ・レークプラシッドＲＣ） ・ ロータリーの例会は人生の道場である（米山梅吉翁） ・ 親睦なくして奉仕なし、奉仕なくして親睦なし 他  ［「四つのテスト」はロータリアンの思考・尺度］ 「四つのテスト」（ハーバート・テイラー）はロータリアン各自が自己の職業奉仕を自己評価する尺度として重要な機能を果たしている。 「四つのテスト」の解釈  言行はこれらにてらしてから (1)真実かどうか……嘘や偽りはないか (2)みんなに公平か……全ての関係者に公正か (3)好意と友情を深めるか……信用を深め、好意と友情を深めるか (4)みんなのためになるかどうか…全ての関係者に利益をもたらすかどうか  ≪東京浅草ＲＣ職業奉仕委員会の「職業奉仕12章」≫ １. 自分の職業に誇りを持つことから職業奉仕は始まる ２. 天与の職業を愛情を持って育てることは職業奉仕だ ３. どんな仕事でも有用でそれを継続することは職業奉仕だ ４. 事業の経営に最善の努力をすることこそ職業奉仕だ ５. 社員教育に熱意を注ぐのは立派な職業奉仕だ ６. 社員の福祉を図り幸福を願うことは職業奉仕だ 
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おおおお知知知知らせらせらせらせ    ■■■■親睦活動親睦活動親睦活動親睦活動委員会委員会委員会委員会    10101010 月月月月 17171717 日日日日（（（（水水水水））））18181818：：：：00000000～～～～「「「「夢菓子家夢菓子家夢菓子家夢菓子家」」」」    ■■■■60606060 周年全体打周年全体打周年全体打周年全体打ちちちち合合合合わせわせわせわせ（（（（全員全員全員全員））））            10101010 月月月月 19191919 日日日日（（（（金金金金））））13131313：：：：30303030～～～～    例会場例会場例会場例会場    
次回例会次回例会次回例会次回例会    第第第第 2898 回回回回    ’’’’12 年年年年 10 月月月月 19 日日日日（（（（金金金金））））    卓話担当卓話担当卓話担当卓話担当：：：：松崎安孝松崎安孝松崎安孝松崎安孝君君君君    演演演演        題題題題：「：「：「：「困困困困ったなあったなあったなあったなあ」」」」 

７. 業界の発展のために力を尽くすのは職業奉仕だ ８. 職業倫理を高めることは職業奉仕だ ９. 常に相手の身になって共存共栄を図ることは職業奉仕だ 10.自分の職業の水準と品位を高めることは職業奉仕だ 11.例会で多くの人と職業上の理解を深めることは職業奉仕だ 12.「四つのテスト」それは職業奉仕そのものだ  ≪第2580地区職業人育成委員会の「職業人5か条」≫ １．卑劣なことをしない ２．嘘をつかない ３．弱い者をいじめない ４．他に迷惑をかけない ５．困っているときは助け合う     誕生日祝福誕生日祝福誕生日祝福誕生日祝福（（（（10101010 月月月月））））    猪飼充利親睦活動委員猪飼充利親睦活動委員猪飼充利親睦活動委員猪飼充利親睦活動委員    野々山勝也君（12日） 小林 啓子君（19日）  加藤泰一郎君（24日）  寺島 淳一君（25日）  夫人夫人夫人夫人    猪飼 充利夫人(10 日) 宇佐美三郎夫人(20 日)  八谷 潤一夫人(26 日)  結婚記念日祝福結婚記念日祝福結婚記念日祝福結婚記念日祝福    前田昭生君（ 7 日）  八谷潤一君（ 8 日） 後藤 亨君（10 日）  加藤泰一郎君（10日） 寺島淳一君（10 日）  山田清三君（12 日） 中野義光君（12 日）  高木輝和君（16 日） 宅見康悦君（18 日）  児玉 昭君（19 日） 山田勝弘君（23 日）  稲垣宏高君（25日） 後藤 務君（27 日）  山本達彦君（30 日）     そのそのそのその他他他他                                                            

                                                                                        「「「「筆筆筆筆    柿柿柿柿」」」」    「柿が赤くなると医者が青くなる」と言うことわざがあり、ビタミン類とミネラルが豊富な柿は、栄養価摂取の低い時代では医者いらずの万能薬として重宝されました。筆柿は、古くは徳川時代より愛知県三ヶ根山麓に自生していた品種で、農家の庭先でつくられていました。全国でも珍しい柿で、昭和 30年代より出荷販売され、形が毛筆の筆先に似ていることから「筆柿」と名付けられました。特に早く熟す早生柿として愛知県幸田町の特産品となっています。    画画画画・・・・ 文文文文    服部昭三服部昭三服部昭三服部昭三 
            

ビジターの東京世田谷ＲＣ高田修君とバナー交換 

大河内勝彦国際奉仕委員長よりアンガス夫妻をご紹介 夜は「みやこ」でアンガス夫妻、高田夫妻を囲んで歓迎会→ 

Photo by takada 

 たまには写してもらおか 

司会の八谷潤一会場委員 滝川林一副会長よりゲスト、ビジターのご紹介 
加藤泰一郎広報委員長 


