ロータリー : 変化をもたらす

ＲＩ会長 イアンＨ.Ｓ.ライズリー
2570地区ガバナー
第３グループ
ガバナー補佐

細 井 保 雄
木 川 一 男

「 ＲＩ戦略計画を皆で一緒に実行しよう！
！」

第

例会
会員増強・新クラブ結成推進月間

天 候
会 長
例会日

晴
和 泉 由起夫

例会場：ホテル・ヘリテイジ飯能sta.
事務局：飯 能 商 工 会 議 所 内
（代） FAX

幹 事 土 屋 良 一
水 曜 日（12:30～13:30） 当 番 大附君、小川君

【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ｓ
ｔ
ａ．
・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）
。

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。

