
・点　鐘　木川会長

・ソング　君が代　奉仕の理想�

・四つのテスト斉唱　間邉職業奉仕委員長�

・ビジター　（入間）宮寺成人様�

・卓　話　中里昌平様�

【会長報告】『ミニ卓話』

　１０月は職業奉仕月間であり米山月間。知人

のガバナーのコメントを披露します。…「ロー

タリーの真髄は“職業奉仕”と言われます。“職

業奉仕”という言葉はロータリーだけの用語で

しょう。自由競争を前提とする経済社会での

職業とは利潤を追求する活動であり、奉仕と

は自分以外の人のために行う行為。元々結び

付き難い言葉が結ばれて出来ています。すな

わち“職業奉仕”とは利潤追求と相手を思いや

る心という、向かう方向の逆な考えを１つに

し相手を思いやる心をもって打算の世界であ

るビジネスをコントロールしようという考え

方と言えましょう。必然的に職業の倫理性が

求められ、道徳的な水準の向上、品位ある経営

姿勢が問われるわけです。打算のみに走るの

では信頼は生まれない。相手への思いやりに

立脚し高度な職業倫理に基づく職業をマネジ

メントすることで、社会にも受け入れられ、信

頼と信用と尊い利潤が得られる永続的な成長

発展が期待出来る。この姿勢を推し進めるこ

とで職業を通じ社会に恩返しをしていこうと

いう考え方がロータリーの“職業奉仕”であり、

決して社会奉仕的な考えによるものではない。

あくまでも個々のロータリアンの課題であり、

クラブの職業奉仕委員会の役割はそれを鼓吹

することにあるのではないでしょうか」。

【幹事報告】

・第５回役員会。１１月のプログラム承認。四半

　期仮決算報告承認。飯能の保育所保護者会

　連合会への寄付、例年通り承認。田中会員３

　か月休会の届出。４月以降の例会場は検討中。

�・（所沢ＲＣ）新井パスト会長夫人、ご逝去。�

【委員会報告】

◎親睦活動委員会　　　　　　　　　小川君

　親睦旅行は福井・芦原温泉。こぢんまりした

良い旅館で、かに会席を頂きます。会費８万円。

奮ってご参加をお願い致します。

【出席報告】

【Ｍ　　Ｕ】

９／３０（入間）間邉君

【ＳＡＡ報告】

◎ニコニコＢＯＸ�

・宮寺さんようこそ！　今日は卓話をさせて

　いただきます。　　　　　　　  中里（昌）君�

・ようこそ宮寺さん。いつも色々お世話にな

　ります。　　　　　　　　新井君、吉島君�

・入間ＲＣ宮寺さんようこそ。いつもお世話になってお

　ります。中里パスト会長様、卓話大変楽しみにしており

　ます。よろしくお願いします。　　　　　　　 田辺君�

・中里昌平様、本日はよろしくお願いします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　間邉君�

・結婚記念日のお花ありがとうございました。

　　　　　　　　　　　　小谷野君、吉澤君�

・家内誕生日お祝い有難う。　　　　大木君�

・先週は例会忘れました。　　　　　島田君�

・遅刻。　　　　　　　　　　　  細田（伴）君�

・早退。吉島君、土屋（良）君、馬場君、大野康君�

本日計２３，０００円、累計額２９３，１２３円。

◎１４日例会当番は大河原会員、小川会員です。

�
【卓　　話】

　職業奉仕の真髄は「最も多く奉仕する者、最

も多く報われる」に代表されると言われます。

中々報われず奉仕が足らないのかなと反省し

ている私に職奉について語る資格はないので、

自分の仕事の話をさせて頂きたいと思います。

　当地方は織物と木材の町として知られ、子

どもの頃は何処からともなく機音が聞こえて

きたのではないかと思います。私は戦後最大

の衰退産業と言われる織物製造に半世紀余り

携わり、今も婦人服地を中心に製造しています。

パリコレも始まり、ウェブ上には最新情報が

配信されていますが、まともなものは非常に

少なく、大変ぐれた織物ばかり。経済産業省は

このままでは日本から繊維産業が消えてしま

うと危惧しています。国の支援で今日からＪＦＷ
（ジャパンファッションウィーク）が開催されていますが

業界の衰退は産地の疲弊化と共に益々進んで

います。もはや大企業も海外移転を完了、国内

で原料の糸を作ることを断念しました。「蜘蛛

の糸よりも細く鋼よりも強い」と売り出された

ナイロンを始めとする合成繊維も、旭化成が

止め、三菱レーヨンがポリエステルから撤退

して８社から５社に減りました。業界はユニ

クロの独り勝ちです。当初は中国生産による

安いだけの評価でしたが、東洋レーヨンとの

提携で機能繊維「ヒートテック」を開発。天然

繊維の代用として作られた合繊が今では多機

能が付加され、山登りではそれによって生死

を分かつとまで言われる程。それをユニクロ

がモノポリーして売っている。あらゆる業種

にこれからはそういった仕掛けが必要なので

はないか。１０／１ユニクロ・パリ店がオープン。

今後、商品や製品が世界に通用しない限り、

企業は生き残れない、というような厳しい時

代になってきていると思います。

　私が何とかやって来られたのは、お得意様

始め関連の取引先に恵まれたことと、比較的

早い時期にコンピュータに関わってきたこと

も大きな理由の一つ。当時のコンピュータの

利用は今ほど楽なものではありませんでした。

織物の縦糸と横糸は言わ

ば１と０、コンピュータ

そのものの世界。誰が設

計意匠しても熟練度の高

い者がやったのと同じ結

果が得られることをコン

ピュータに期待したわけ

です。１９７５年頃は誤作動

を防ぐため電算室だけは

完全空調。テープ入力でなく、キーボード入力

が可能になったのをきっかけにコンピュータ

に取り組み始めました。当時、大型機種はＩＢＭ。

日本の電器メーカーはこぞって事務処理用“オ

フコン”の製造を開始。何故か松下電器だけは

参入しませんでした。うちで発注した機械の

ＨＤは４０ＭＢで約２千万円。リースが終わる頃

には同じ４０ＭＢのＰＣが２０万円になっていた。

１０年足らずで１００分の１の値下り。大変な

時代でした。また、良いソフトを作るには織物

のことをＳＥに覚えてもらわなければならず、

ならば自分でということで、ＳＥ・プログラマー

養成研修に１年間通いました。システム設計、

プログラム開発がようやく終わって業務移行。

しかし得意先も自分のところの指定伝票のス

タイルに合わせたいわけです。「おたくはうち

と商売する気がないのか。伝票１つにこだわ

るのはどういうことだ」とも言われましたが、

何とか無事移行。今は容量を気にせず仕事が

出来る時代になりました。それでありながら

製造業が世界的に危機に瀕している。コンピ

ュータを使おうと使うまいとここにはもっと

大きなことが基本にあるのではないか。売り

手と買い手の力関係で、値段を買い手が決め

る時代になったが、ものを作る立場としては

納得が行かない。製造業が自分で値を決めら

れなくなったら終わりではないかと思います。

「いくらで売るからいくらで作れ」というのは

普通ではない。商品は人に受け入れられなけ

れば何ともならないわけで、お得意様や消費

者に満足が与えられない限り、自分の良い結

果はあり得ない。それは冒頭にお話した精神

ともつながるのではないかと思います。
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企業は生き残れない、というような厳しい時

代になってきていると思います。

　私が何とかやって来られたのは、お得意様

始め関連の取引先に恵まれたことと、比較的

早い時期にコンピュータに関わってきたこと

も大きな理由の一つ。当時のコンピュータの

利用は今ほど楽なものではありませんでした。

織物の縦糸と横糸は言わ

ば１と０、コンピュータ

そのものの世界。誰が設

計意匠しても熟練度の高

い者がやったのと同じ結

果が得られることをコン

ピュータに期待したわけ

です。１９７５年頃は誤作動

を防ぐため電算室だけは

完全空調。テープ入力でなく、キーボード入力

が可能になったのをきっかけにコンピュータ

に取り組み始めました。当時、大型機種はＩＢＭ。

日本の電器メーカーはこぞって事務処理用“オ

フコン”の製造を開始。何故か松下電器だけは

参入しませんでした。うちで発注した機械の

ＨＤは４０ＭＢで約２千万円。リースが終わる頃

には同じ４０ＭＢのＰＣが２０万円になっていた。

１０年足らずで１００分の１の値下り。大変な

時代でした。また、良いソフトを作るには織物

のことをＳＥに覚えてもらわなければならず、

ならば自分でということで、ＳＥ・プログラマー

養成研修に１年間通いました。システム設計、

プログラム開発がようやく終わって業務移行。

しかし得意先も自分のところの指定伝票のス

タイルに合わせたいわけです。「おたくはうち

と商売する気がないのか。伝票１つにこだわ

るのはどういうことだ」とも言われましたが、

何とか無事移行。今は容量を気にせず仕事が

出来る時代になりました。それでありながら

製造業が世界的に危機に瀕している。コンピ

ュータを使おうと使うまいとここにはもっと

大きなことが基本にあるのではないか。売り

手と買い手の力関係で、値段を買い手が決め

る時代になったが、ものを作る立場としては

納得が行かない。製造業が自分で値を決めら

れなくなったら終わりではないかと思います。

「いくらで売るからいくらで作れ」というのは

普通ではない。商品は人に受け入れられなけ

れば何ともならないわけで、お得意様や消費

者に満足が与えられない限り、自分の良い結

果はあり得ない。それは冒頭にお話した精神

ともつながるのではないかと思います。
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月   日

８．３

８．１０

８．１７

８．２４

８．３１

月   日
当　番

［担当委員会］例会数 行　事　予　定

　１１０　． ２，３０２

　８１０　． ２，３０３

１５１０　． ２，３０４

２２１０　． ２，３０５

２９１０　． ２，３０６

細田（伴）君
橋 本 君
［職業奉仕］

飯能市教育委員会 学校教育課アドバイザー

小久保則之様

卓 話「最近の学校から」

平 沼 君
萩野（暁）君
［米山奨学］

１５７０地区ＲＣ 地区米山学友委員長
（秩父ＲＣ）井上  豊様

大松閣 １８：００

卓 話「米山奨学会あれこれ」

服 部 君
細田（吉）君
［親睦活動］

夜　間　例　会

例会取消（定款による）

石 井 君
市川（洋）君
［プログラム］飯能ＲＣ パスト会長 吉 田  健様

卓 話「ロータリーを楽しみましょう」

平成２０年１０月のプログラム
（月間テーマ  職業奉仕月間・米山月間）

私と森林環境教育について

山岸敬司様

悪所の巻「色里  吉原」

代表取締役社長

旭ダイヤモンド産業株式会社

日本文化――いろいろ話

小谷野 正弘様取締役社長

有限会社 狭山乗馬センター

世界大会に参加して

米山奨学会あれこれ

井上 豊様地区米山奨学学友委員長 （秩父ＲＣ）

米山奨学生（志木ＲＣ）劉 泰佑君

月   日

１２．３

１２．１０

１２．１７

１２．２４

１２．３１

雨

当 番 大久保君、大附君

ロータリーの未来は  あなたの手の中に

ジョン・ケニー

職業奉仕月間・米山月間

今 を 大 事 に

木 川 一 男 今年度  会報・広報担当：山　　川　　荘　太　朗

土 屋 良 一小谷野正弘吉 澤 文 男

加 藤 玄 静

月   日 当　番
［担当委員会］

例会数 行　事　予　定

１０．７ ２，３５５

２，３５６

２，３５７

２，３５８

１０．１４

１０．２１

１０．２８

大久保君
大 附 君

大野康君
齋 藤 君

大河原君
小 川 君

［職業奉仕］

［親睦活動］

島 田 君
杉 田 君
［米山奨学］

［プログラム］

卓話「職業奉仕月間にちなんで」

中里昌平様

卓話「今、飯能の街を元気にしよう！」

直前２５７０地区ガバナー補佐
（株）マルナカ  代表取締役

金子千侍様
元２５７０地区ガバナー
米山記念奨学会 副理事長

（秩父ＲＣ）医師

（株）マドック 取締役 なりもよしひこ

ＮＰＯランチェスター協会認定講師成毛喜男様

夜　間　例　会
大松閣　１８：００

卓話「米山奨学月間にちなんで」

平成２１年１０月のプログラム
（月間テーマ  職業奉仕月間・米山月間）

第２３５７　例会
１０月２１日（３、水）
当番　大野康君、齋藤君

夜　間　例　会
大松閣 １８：００　点鐘

月   日 当　番
［担当委員会］

例会数 行　事　予　定

塩 野 君
土屋（良）君

田 中 君
吉田（健）君

田 辺 君
土屋（崇）君

［プログラム］

［プログラム］
矢 島 君
吉田（武）君
［Ｒ財団］

［職業分類］

卓話「インフルエンザについて」

土屋  崇会員

イニシエーション・スピーチ

川口 浩会員中里忠夫会員 ・

卓話「村史編さん史料でたどる
　　　　　   『名栗のあゆみ』」

医師

飯能市文化財保護審議委員
名栗村史編さん委員 島田  稔様

卓話
「ロータリー財団月間にちなんで」

平成２１年１１月のプログラム
（月間テーマ  ロータリー財団月間）

会　員　数 当　　日

出席数対　象全　数 出席率
前々回修正
出　席　率

職業奉仕月間にちなんで

中里昌平会員直前第３グループガバナー補佐


