
【ガバナー公式訪問】飯能・日高合同例会
　　　　　　　　　ホテルヘリテイジ飯能ｓｔａ．
・点　鐘　和泉会長
・ソング　君が代　奉仕の理想
　　　　　ロータリーを他人（ひと）に告げる歌
　　　　　　：細井ガバナー作成の歌
・ビジター　２０１７－１８年度 国際ロータリー
　　　　　第２５７０地区ガバナー
　　　　　　細井保雄様（行田さくらＲＣ）
　　　　　第３グループガバナー補佐
　　　　　　木川一男様（飯能ＲＣ）
　　　　　　　　行田さくらＲＣ随行メンバー
　　　　　　　　　新井啓介様　五十幡和彦様
　　　　　　　　　鈴木敬一郎様
・記念卓話　細井保雄様

【会長報告】
◎和泉会長（飯能）：７月、ＲＩ会長エレクト就任
の２週間後に病気入院し術後の合併症で逝去さ
れたサムＦ．オオリ氏の代わりに、イーストナッ
ソーＲＣ（バハマ）所属のバリー・ラシン氏が選任

（対抗候補が無ければ９／１に決定）。ラシン氏は
世界にたくさんのコメントを発信されています。

「私達は何者なのか、何処に向かうべきなのかを
理解する時だと思います。ＲＩは莫大な力を持つ
複雑な組織だが、今、分岐点に正に立っている。
ＲＩはクラブとの関係性を再構築すべき。ＲＩと
クラブとの間に距離が生じてしまっている。こ
れらを改善するにはＲＩが、顧客であるクラブ
とロータリアンとの繋がりに効果的なコミュニ
ケーションを取りながら、クラブの強化に重点
を置くべきだと感じている」「ＲＩはクラブの実
態を把握出来ておらず、一方、クラブはクラブで
ＲＩの組織内で今、何が起きているのか知ろう
ともしない」「１２０万人の全会員と繋がって潜
在力を最大限に発揮するように刺激する事が出

来れば会員数も寄付も２倍に増えるでしょう。
そしてＲＣが世界中で把握出来るよう、ＨＰの
『マイロータリー』『ロータリーショーケース』
に全てのクラブが最新情報を掲載し、ＲＣという
団体について、また、素晴らしい活動について
世界がきちんと理解出来るような実績をＰＲし
ましょう」「デジタル・ツールを効果的に活用し
ましょう」「志半ばで亡くなられたオオリ氏が一
番関心を持っておられたのが『会員増強と拡大』。
ウガンダで地区ガバナーを務めて以来、９から
８９クラブに拡大していったそうです。オオリ
氏は『多くの女性、青少年プログラムの参加者、
学友、地域社会の人達にＲＣに参加してもらい、
今後、数年間で会員を増やすためには、元リーダ
ー、現リーダー、未来のリーダーの協力が必要』
と訴えておられた事が印象的でした」と言って
おられます。以上、報告致します。
◎山本会長（日高）：「ロータリーグローバルリ
ワード」、９／２「おらがむらの相撲大会」、９／１０
日高ＲＣ杯少年野球新人戦予選大会開会式。

【幹事報告】　　　　　　　  　　　土屋（良）幹事
・９月ロータリーレート１ドル＝１０９円

　
【委員会報告】
◎Ｒ財団委員会
　　 吉田（武）君
　マルチプル・
ポールハリス・
フェロー、木川
一男会員（７回
目）、小川晃男会
員（２回目）、市
川昭会員よりご
寄付頂きました

（拍手）。
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◎米山記念奨学委員会　　　　　　　　新井君
　和泉由起夫会員（３回目）、土屋崇会員（３回
目）、島田秀和会員よりご寄付頂きました。功労
者感謝状を細井Ｇより贈呈頂きます（拍手）。

【出席報告】無届欠席０　 福島出席向上委員長

【Ｍ　　Ｕ】
８／２７（地区）木川君、和泉君、伊澤君
８／２８（所沢中央）木川君、吉澤君、福島君
８／２９（所沢）木川君、吉田（行）君、大野（泰）君

【ＳＡＡ報告】　　　　　　　　　 市川ＳＡＡ
◎ニコニコＢＯＸ
・飯能クラブの皆様お世話になります。
　　　　　　　　　　　　　細井保雄ガバナー
・本日はお世話になります。よろしくお願い致
　します。（地区幹事）新井啓介様、五十幡和彦様
　　　　　　　鈴木敬一郎様（行田さくらＲＣ）
・細井ガバナーさん、ようこそ飯能・日高へ。本日はよろ
　しくお願い致します。吉田（健）君、中里（昌）君、安藤君
・日高の皆様よろしく。　　　　　　　安藤君
・制服忘れました。　　　　　　　　小谷野君
・細井保雄ガバナー、新井啓介地区幹事、五十幡
　和彦様、鈴木敬一郎様ようこそ。本日はよろし
　くお願い致します。和泉君、島田君、土屋（崇）君
　　　　　　　　　　　　  土屋（良）君、市川君
本日計１６，０００円、累計額１３３，００１円。
◎６日例会当番は大野（康）、大崎会員です。

【記念卓話】
講師紹介　　　　　　　　　　　　　和泉会長
　１９５０年、埼玉県北埼玉郡南河原村（現・行田市）
生まれ。大学卒業後、地元不動産会社に勤務。７９
年、細井不動産（株）設立。０６年１１月、（株）ファイブ
イズホームに社名変更。徹底した顧客満足主義
を貫き、品質・性能・デザイン・価格・品揃えと、
サービスの全てを備えた住宅供給を実現し、地
域密着の住まいづくりをなさっておられます。
３００名弱の社員を有し、著書に『地域いちばん
住宅をつくる 顧客満足“ダントツ”１位の秘密』

『大手住宅メーカーが、太刀打ちできない会社
地域シェアNo.1の秘密』（共に「ダイヤモンド社」
より）。国土交通大臣表彰、中小企業ＩＴ経営力
大賞、日本商工会議所会頭賞を受賞されています。

　本日はたいへん伝統のありますＳ３９年創立
の飯能ＲＣ、地区研修協議会で助けて頂いた日
高ＲＣ、ニコニコＢＯＸの皆さんの大歓迎、本

当に有難うございます。
また、商工会議所の方も
お世話になっているもの
ですから、中里（昌）先輩に
はお世話になりました。
私が職業奉仕部門委員長
を務めた時には『我等の
生業』を作成しまして、
その時、ＲＣの「職業奉仕」
の手本となるような、中
身のある原稿をご寄稿頂

きました。有難うございました。
　入会後間もない方、飯能は１年未満の方が多
く、日高は５年未満の方と先程、懇談させて頂き
ました。縷々私の略歴をお話して頂きましたが
私は卒業して５年目から起業し、事業は３９年
目となりました。ゆとりが出来ましたので１０年
目からＲＣに入りました。０２年に会長を務め、
その後１４年間はほとんど地区へ出向させて頂
きました。ですから私がここに在るのは行田さ
くらの会員の皆さん、地区の皆さんのお蔭です。
木川さんも一緒にＲ財団補助金の担当をさせて
頂きました。本当に皆さん方のお蔭で現在の自
分があるのかなと思います。商工会議所の方で
もたいへんお世話になっております。
　自分自身の人生の大半、ＲＣにたいへん影響
を受けております。０２年、クラブ会長をやっ
た時には、まだ私共は住宅１００棟位のお引渡
しの会社でした。それから１５年。１５年間で
１００棟から８００棟のお引渡しをする事が出来
るようになり、売上も２２０～２３０億、経常利益
も今期１６～１７億円を達成出来る可能性があ
る会社になっております。会長を務めた時から
１５年で売り上げを８倍に伸ばしましたので、
今後もこれから１５年間、一生懸命仕事も頑張り
また８倍の、６４００棟、１８００億円の売上にし
ようと考えております。その時は生産性が上が
りますので、経常利益１８０億円位にはなるの
ではないかという夢を持っております。
　ロータリーを一生懸命やると事業は必ず成功
します。儲かるのですね。そして幸せになってお
ります。ロータリーを真面目に実践すると幸せ
になり事業が拡大する。本日はこのような事も
お話させて頂きたいと思っているわけであります。
　ガバナーの仕事は、公式訪問を通じて１）ク
ラブとの協力関係を築く。２）地区からの支援
をクラブが実感出来るようにする。ＲＩ会長エ
レクトの報告がありましたが、会員は「ユーザー」
というよりもっと大切な「リソース」、無くては
ならない「源泉」です。「ユーザー」と乖離するだけ
ではなく「一体」であります。皆様方がなければ
ＲＣは成り立ちません。皆様方が「資源」であり

「一体」なのであります。からだで言えば「血肉」。
それ位に私は実感しております。「顧客」ではあ
りません。皆様方が「本体」です。３）ＲＣのイニシ
アチブへの参加意欲が高まる。アタマのてっぺ
んまで「ＲＣは最高に価値があるんだ」というイ
ニシアチブ（意識づけ）をするのが私の仕事です。
目的は４）奉仕プロジェクトへの参加が増える。
ＲＣは五大奉仕です。１番目がクラブ奉仕、２番
目が職業奉仕、３番目が社会奉仕で地域のため
になる。４番目が国際奉仕。６つの重点項目は
世界平和、識字率、紛争防止、経済援助、水…この
ような問題に対応するグローバル的な奉仕。５
番目が青少年奉仕。将来、五大奉仕を実戦出来る
ような若人を育成するのが私達の役目です。ご
存知だと思いますが、ＲＣの究極の目的は国際
理解・国際親善・国際平和、世界平和です。一緒
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に世界平和をより高度なものにして実現するの
が我々の奉仕、サービスであります。その目的
のために私は今日こちらへ参っております。
５）会員の積極性が増し、元気なクラブが増える。
　私は、ガバナーエレクト１２か月、ガバナーノミ
ニー７日間。前嶋直前ガバナーもイレギュラー
でした。井埜さんが白血病を発症され、急遽１１
月にエレクトに。８か月のエレクトでした。それ
に続く、私は最短最速のガバナーですが、その中
で気付いた点について申し上げます。
　２０１６年規定審議会でクラブ運営に大幅な柔
軟性が決議され、例会の頻度、場所、方法、会員
種類に関する変更が行われました。こちらは優
等生の、ブランドのクラブで、毎週例会をきちん
と開催し出席率も高い。しかしＲＩは危機感も
感じていて柔軟性をもたせた。月２回の例会、
ネット例会、奉仕活動も例会。入会３年未満と
長期欠席者は会費半分、会場は借りるが食事は
ナシ。そのように変更しているクラブもあるわ
けです。Ｒ財団「未来の夢計画」に試験的なプロ
グラムがあります。大阪の５０人位のクラブで

「月１度の夜間例会」としたところ１年で会員が
１３０人になったとの事。もし増強の必要性があ
ると思った場合には柔軟性と刷新性をもたせて
対応してもよろしいのかなと思うわけです。
　ＲＩは危機感を感じています。如何でしょう。
今、和気藹々としている７０前後の人が１５年経つ
と８５。ご健勝で頑張れると思いますが、さらに
１５年経つと１００歳。平均年齢を超え自然減と
なってしまいます。手をこまねいていて若い方を
入会させない場合には５０人が２５名になって
しまい、それから１０年もするともう何人も残
らない。これはたいへんな危機であります。
　ＲＣの目的は五大奉仕。根本は「Service」です。
２つの標語「Service above self」（超我の奉仕）、

「He Profits most who serves best」（最も良く奉
仕する者最も良く報われる）。後者は職業奉仕
の第２の標語と言われております。
　日本の初代ガバナーは米山梅吉、２代目は井
坂孝、３代目は村田省蔵。日本と満州、台湾、朝
鮮、大連を合わせて一つの地区（第７０区）だった
頃の話です。三人共、財界の重鎮でしたが、同時
にＲＣを深く愛し、よく理解しておられました。
井坂さんは銀行の頭取、海上火災保険会社やガ
ス会社の社長等を歴任、横浜商工会議所の会頭
もされました。その月信でＲＣの本質を的確に
述べておられます。なお、注意すべき事は「奉仕」
という言葉を意識的に避け、「Service」で押し通
しておられる事です。「Service」を「奉仕」と訳せ
ば意味が大きく変わるためで
しょう。「Service」は『ランダム
ハウス大辞典』を引くと「人の
ためになる行為」です。それに
対し「奉仕」の第一の意味は「仕
え奉る」（『広辞苑』等）であり概
念が大きく異なります。お客
様のために一生懸命仕事をす
る、思いやりをもって他人様
のためになる行為。これが

「Service」です。日本語の「奉仕」
では一方的なタテの関係にな
ってしまう。短い、２か月の
ガバナー、１２か月のエレクト、
７日間のノミニーであります
が、米国の「Service」「思いや
りをもって人のためになる行
為を行う事」がＲＣの大本であ
ると今は理解しております。

　それを念頭に置いて「クラブ奉仕」を考えます
と、クラブの皆様方の事を考える事、フェロー
シップ、会員増強もメンバーシップも「クラブ
奉仕」であります。
　２番目の「職業奉仕」は職業を通じて他人様
のためになる。そして関連したいろんな人のた
めになるのが「職業奉仕」であります。
　３番目「社会奉仕」は地域社会のために、飯
能市のために、そこに住む皆さん方のために、
思いやりをもって人のためになる行為をする。
これがＲＣの大本「Service」であります。
「国際奉仕」は貧困に喘いでいる人のために行
動する、紛争をなくす、水の足らない所に井戸
を掘る、識字率の向上、母子の健康、疾病予防。

「Service」。これが「国際奉仕」であります。
　５番目「青少年奉仕」は青少年の育成。日本
のためにも世界のためにもなります。飯能市の
ためにも若人を育成する。これが「青少年奉
仕」であります。
　そして、それらがＲＣの最終目標である世界
平和、国際平和・国際理解・国際親善に繋がる。
これが五大奉仕とＲＣの究極の目的であります。
　その他、レジュメをご参照頂きたい。
　私はＲＣに入り、育てて頂きました。現在の
事業があるのもＲＣのお蔭様でございます。友
人を得ました。そしてしあわせも獲得しまし
た。皆さん、ＲＣに入りますと事業が発展し、
適正な利益を得る事が出来ます。そして、しあ
わせになるわけであります。ですから先程申し
上げましたように、ＲＣは「思いやり」で「人
のためになる行為」でありますので、しあわせ
にならないわけがないわけであります。
　２つばかり、ためになったお話をします。
　１つ目。０２－０３年、行田さくらＲＣの会長を
務めさせて頂きました。９／１３会長卓話では
私も経営者ですので、事業を立派に全うするた
めにはユーザーの事を考え、良いものをつくっ
て良いサービスを提供する事が大切で、その事
によって会社が適正な利益を得られて発展する
と思ったわけであります。そして「商品力」の話
をしました。それは５つのアイテムで構成され
ています。１）品質、２）性能、３）デザイ
ン、４）価格、５）品揃え。経済紙のコラムか
らこの「商品力」を学びました。そこにプラスし
てＲＣの「Service」です。相手の事を思いや
る、相手のために尽くす行為「Service」。です
から「商品力」と「Service」を徹頭徹尾全う
すると事業は発展すると確信しまして、０２年、
会長でありましたけれども、その後の４年間、



この事を自分で咀嚼し熟成させ、そして
「商品力」の「５ Item」プラス「Service」で
「５ＩＳ」とゴロ合わせし、「ファイブイズ
ホーム」へと社名を変えさせて頂きました。
４年後の事であります。４年間、熟慮致し
ました。ＲＣを通じて社名変更が出来たわ
けであります。これは私の思い、会社のコ
ンセプトであります。
　もう１つ。立原ガバナー年度、職業奉仕
部門委員長を務めさせて頂きました。経験
がございませんでしたが、加藤玄静パスト
ガバナーから「部門委員長をお願いした
い」との電話を受けました。ＲＣには返事
は２つきりありません。「Ｙｅｓ」と「はい」
だけです。「Ｎｏ」と「いいえ」は無いの
であります。１０秒考えて「はい」と言い
ました。その時に加藤ＰＧから「『我等の
生業』を地区でやってくれ」との要請を受
けました（新井地区幹事が行田さくらＲＣで作
成していました）。中里（昌）元商工会議所会頭か
らも寄稿頂きました。有難うございました。そ
して、その時に、もう１つ。どうしても地区の
皆さん方の費用と時間を預かるわけですので、
何としても有意義な１年にしようと考えまし
た。運が良いのですが、２０１１年２月１３日、
グランドプリンスホテル高輪でセミナーがあっ
たのです。ＲＣの職業奉仕のセミナーでした。
その時に初めて、ＲＣに「職業奉仕」を導入し
たアーサー・フレデリック・シェルドンと出会っ
たわけであります。そして、その事をこの地区
に伝播しました。秩父ＲＣの金子千侍ＰＧは
「よく分かったよ、細井さん」と感動して下さ
いました。昨日も吹上ＲＣで説明しましたら、
医師の坪山整形外科の先生、熊谷高校の２つ先
輩なのですが、「細井さん、よく分かった」と
言われました。
　Ａ．Ｆ．シェルドンをご存知でしょうか。ＲＣ
の「職業奉仕」。坪山先生も金子ＰＧも私がお話
するまではそれほど理解がなかったのかもしれ
ないと、おこがましいですがそう思います。
　今日は是非とも、ＲＣの「職業奉仕」を全部
覚えて下さい。
「Ａ．Ｆ．シェルドンの具体的経営方法と人間関
係学」とはＲＣの「職業奉仕」なのであります。
私はこれで目からウロコでありました。もし、
今日気付く人は、ＲＣの「職業奉仕」を学ぶと、
必ず適正利潤が得られて事業は成功するので
す。
　経営方法が７つあります。
１） 高い品質　安全性
２） 適正な価格　需要供給バランス
３） 経営者・従業員の接客態度
４） 豊富な品揃え
５） 公正な広告（×虚偽・誇大広告）
６） 高い商品知識　高度な専門知識
７） アフターサービス　ＰＬ法
　その結果として、高い職業倫理、職業道徳、
Integrity（高潔性）に繋がるわけです。
「事業における人間関係学」は４項目。
１）事業上得た利益は、事業主のみのものでは
　ない。
２）事業は、経営者、従業員、取引業者、顧客、同
　業者全てによって支えられている。
３）これらの人々と、利益を適正に配分すれば、
　自らの事業は継続し発展することを、自らの
　事業所で実証する。
４）自らの事業所でそれを実証することによっ
　て、業界全体の職業倫理が向上する。

「利益の適正配分」「倫理基準の向上」ロータリ
アンは道徳基準の向上、Integrity（高潔性）
であります。
「ロータリーはもの足りない」と言われる諸先
輩がおられますが、その辺を充実させたらもっ
と満足するのではないか。「ＲＣはいいものだ」と
皆さん方に勧められるのではないでしょうか。
そしてＲＣではこのような正しい会社経営を行
うので、必ず適正利潤が得られて、リピーター
が増え、新規お客様が増えるわけであります。
ですから必ず事業は成功します。成功しないの
は正しいＲＣの「職業奉仕」を実践しないから
であります。思いやり、そして、人のためにな
る行為を実践するのがＲＣの根本「Service」
であります。ですから、これを実践するとしあ
わせになるわけであります。
　現代社会のしあわせは、６つの面の成功から
成り立っていると言われております。米国のＳ
ＭＩ（成功を動機づける研究機関）の研究成果
発表によると、６つの要素があります。
１）経済面で成功せよ。ＲＣを実践すると必ず
適正利潤が得られる。
２）家庭面で成功せよ。奥様から愛され子ども
から尊敬される。思いやりをもつと尊敬され愛
されるわけです。
３）健康面で成功せよ。ＲＣは健康の情報の集
まり。
４）対人面で成功せよ。如何に多くの「Ｎｏ」
と言ってくれる友人をもつか。悪い方に迎合し
ていくのは友達ではありません。
５）教養面で成功せよ。ＲＣは教養の塊であり
ます。どうぞ皆さんＲＣを勧めて下さい。一生
懸命やりましょう。
６）最後、最も大切と言われております、人格
面で成功せよ。温かい人柄、思いやりのある人
柄。ＲＣの「Service」そのものではないですか。
　以上、６つの面で成功すると、現代社会では

「しあわせ」「幸福」と言われております。
　我々はしあわせ、成功、幸福を求めているわ
けでございます。ですから、これをＲＣに当て
はめて頂きますと、ＲＣを一生懸命実践します
と事業は必ず成功し、しあわせになれるわけで
あります。
　長時間ご清聴有難うございました。


