第2405号

高知東ロータリークラブ 週報
010月22日.2020

本日

次週

１月22日㈬ 12：30 高知県護国神社
職

場

例
別役

会
重具

第2451回 例会報告／令和２年１月15日

１月29日㈬
ロ

ー

タ

リ

ー

休

日

会員

天候

曇

◇ロータリーソング
「奉仕の理想」
◇副会長挨拶

どは、何とかクリアしているかなと自負して
います。ただ、私自身、十分に果たせていな
いといえば、ロータリーの友を購読すること
皆さん、こんにちは。
じゃないかと思います。
今日は前川会長がご都合
赤信号を見れば自然と足が止まり、ブレー
によりおいでませんので、 キを踏んで止まる。そのように、レターボッ
副会長として挨拶をさせ
クスにロータリーの友があれば、さっとペー
ていただきます。
ジをめくる。そのようになれば、負担感がな
先日の日曜日、水曜会
くロータリーの義務が果たせるのかなと思い
の皆さんによるチャリティバザーが開催され、 ます。また、それよりも喉が渇けば水を飲む
盛況のうちに終わり大変嬉しく思います。ま
ように、欲しがるように、毎月のロータリー
た、会員の皆さんが多数お手伝いに行かれた
の友の発刊が心待ちになる。そうなれば、
ということで、水曜会、及び会員の皆さん、
ロータリアンの鏡になるんじゃないかなと思
ご苦労様でした。私は高松で会があり、参加
いますが、まだまだ修行が足りていません。
できなかったことをお詫びいたします。
ロータリアンの義務の一つの例会へ出席は、
さて、皆さんは赤信号を見たとき、どうい
高知東ＲＣは100％を続けています。これは
う行動を取りますか？ また、喉が渇いたと
会員の皆さんの共同作業であることには間違
き、どうしますか？ 当然ながら赤信号では
いありません。そこで、三つ目の質問です。
止まり、喉が渇けば水やお茶を飲むと思いま
例会出席を負担に感じているでしょうか？
す。この二つの行動はある意味で似ているか
いろんな状況もあろうと思いますが、できれ
もしれませんが、赤信号に従うのはルールに
ば、水曜日には自然と例会場に足が向く。あ
よって皆さんの行動を規制しています。一方、 るいは水曜日が待ち遠しいという表現で答え
水を飲むことは基本的に自由意思のはずです。 ていただければ嬉しく思います。
ロータリアンの義務は何かと問われて、全
言葉は、
「ことだま」と言います。義務や
て答えられるでしょうか。このクラブは常に
ルールと言えば面白くありません。前向きな
義務を果たしている方が非常に多いクラブだ
言葉でロータリーライフを良きものにしてい
と、私は思っています。改めて、ロータリア
こうではありませんか。
ンの義務を確認してみると、会費を払うこと。
今日の卓話は「ロータリーの原点を求めて
例会出席や定款・細則を遵守する。委員会活
～シェルドンの思考を学ぼう～」と題して
動、ロータリープログラムに参加することな
浦田会員にお願いしています。
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本日は、水曜会の副会長と岡本幹事さんが
お見えです。
◇水曜会よりお礼
１月12日㈰の水曜会
のバザーには、朝早く
から会員の皆さまには、
重い荷物を運んだり、
テントの設営、後片付
けなどお手伝いいただ
きました。また、バザーの間は、ものすごい
数のお客さんだったため、ガードマンとして
も活躍していただきました。本当に助かりま
した。ありがとうございました。
収益は、昨年より多少減りましたが、そこ
そこありました。品物を出していただいた方
にもお礼を申し上げます。どうもありがとう
ございました。
今日、心ばかりのお礼をお持ちしましたの
で、会長にお渡しします。
◇親睦委員会より
・本日、６時半より「南・南」で麻雀大会を

行います。
・来週、１月22日は第２回の東酔会を６時半
より、南水で開催します。
◇職業奉仕委員会より
今月は職業奉仕月間です。今日は、浦田会
員に職業奉仕について卓話をしていただきま
す。また、来週１月22日は、護国神社で別役
会員のお世話により職場例会を行います。
テーブルに案内を置いていますが、当日は12
時15分から本殿で正式参拝を行い、30分から
済美館で例会を行います。多くの出席をお願
いします。
◇国際奉仕委員会より
青少年短期交換プログラムの案内が来てい
ます。期間は７月30日から８月20日まで。参
加希望者は、手続き等の関係で２月12日まで
に連絡をお願いします。
◇会 長 報 告
・久松さんの奥さまから前川会長宛にお手紙
をいただきました。東クラブへのお礼とい
うことなので、皆さまにお伝えいたします。

◇会員スピーチ

職業奉仕委員会 浦田

健治 会員

「ロータリーの原点を求めて
～シェルドンの思考を学ぼう～」
ロータリーの友の１月号７～10ページに、
源流の会会長の田中 毅さんが寄稿した文章
が出ています。今日、私がお話する内容の８
割方が書かれていますので、皆さん、ぜひ家
に帰ってから見直していただいて、私の喋っ
た内容の間違い、あるいは足りないところを
ご指摘いただければと思います。
ロータリーは1905年、ポール・ハリスを中
心としてできました。当時のシカゴは、バイ
タリティに富んでいるが無秩序な町であった
ようです。その町の喧噪の中で、若き実業家
が、この時代、どのように生きればいいのか
といろいろ話をする中で、ロータリークラブ
ができあがります。

ロータリーの最初の目的は、会員同士が親
睦を図って、異業種の集まりだからお互いに
メリットのある商売もしようという素朴かつ
現実的なもので、田中毅さん流にいうと、お
互いに痒い背中を掻きあうというような、精
神的な意味合いは薄く、物質的な相互扶助の
団体だったようです。実際に統計係がいて、
会員同士の取り引きをチェックしたり、推進
したりといったことで「内部だけで儲けや
がって」みたいな悪口もあったと書かれてい
ます。
1908年～1910年ぐらいから、ロータリーた
るクラブ編成になってきたのは、まさに奉仕
理念を持ったロータリーへの転換が行われた
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ということです。では、どのようにしてそれ
が行われたかというと、ご存知のようにアー
サー・フレデリック・シェルドンが、後の修
正資本主義を彷彿させる企業経営理論を持ち
込んで、ロータリー運動が行われたわけです。
修正資本主義というのは、資本家が金儲けの
ためには、お客も騙す、労働者も痛み付ける、
儲かればいいというのは、本当の意味での経
済の発展にはならないという考えで、1930年
代に理論を確立したケインズが有名ですが、
実は、シェルドンによって既に実践論として
行われていました。
シェルドンは、シェルドンスクール（ビジ
ネススクール）の経営者で、アメリカのみな
らず世界で、学生をきちんと教育して、理論
的にも実践的にも経営者として育てる学校の
最初の経営者ではないかと思います。隆盛期
には、二十数万人の卒業生を輩出したと言わ
れています。このシェルドンが唱えたのが、
皆さんご存知の「He proﬁts most who
serves best 最もよく奉仕する者、最も多く
報われる」で、要するに、世の中で１番役に
立つ働きをする者が、最も多く儲け続けるの
だということを端的に言っています。1911年、
今のＲＩの基になる全米ロータリークラブ連
合会で、シェルドンが演説したものがロータ
リー宣言の結語として採択されて、後にロー
タリーのモットーになっています。
一般的にロータリーを勉強される方は、職
業人というのは倫理観を持って職業を興すも
のだと言っていますが、シェルドンの本を読
んでいると違うことが書いてあります。倫理
というのは、今でいう職業奉仕というものを
一生懸命やっていれば、心得がなくてもいず
れ芽生えて自分に宿ってくる。倫理というの
は職業奉仕の結果として現れるものだ。従っ
て、宗教的なものとか他の哲学的な考え方と
は、実際には似て非なるものであると、シェ
ルドンフリークの田中さんは主張しています。
シェルドンには膨大な著作があり、
「商売
の成功する方法」という本の中に、He proﬁts
most who serves bestは書かれています。田
中さんは、350冊ぐらいのシェルドンの原書
をいろんなところから取り寄せて、ご本人は
じめ有志の方達が和訳をして、源流の会の会
員にならなくても勉強資料を提供するように

なっていますし、さらに会員になれば、本の
原本もしくは翻訳を見ることができます。そ
の中で、シェルドンの最後の著作と言われて
いる「奉仕の原則と保全の法則」には、25歳
の健康な人が100人いて、その人たちが40年
経ったら、54人は生きているけれどボロボロ
の状態。36人は死んでいる。５人は弱く細々
生きている。４人はほぼ満足して生活してい
る。１人はリッチであると書かれていて、こ
の４人、１人になるためにはしっかり勉強を
しなければいけない。これが職業奉仕の原点
であるというわけです。
ロータリー運動の創立時から現在までの変
遷を簡単にまとめると、当初は単なる親睦組
織に奉仕理念が加わった。そういう団体は雨
後の竹の子のように出ては腐りしていったが、
シェルドンの奉仕理念に基づいた運営により、
全米のみならずヨーロッパ、日本などいろん
な国にロータリー運動が広がっている。しか
し1930年、なぜシェルドンは退会したか。田
中さんの想像によると、シェルドンは自分が
提唱して受け入れてくれたサービス（現在の
職業奉仕）が、だんだん自分の思いどおりで
はなくなってきたからではないか。本来サー
ビスというのは、仕事を通じて結果的に世の
中に１番役に立つ奉仕であるという解釈でい
いとされていたのが、４大奉仕等が出てきて、
職業奉仕の位置づけがどちらかというと低く
なったと捉えたのではないかと解釈していま
す。
シェルドンは、商売の学問を究めた人です
が、その前に人間の幸せ、Ｈ（ハッピー）を
満たすためには、ラブ、良心・自尊心。それ
を支えるのがマネーである。マネーを確保す
るためにはベストサービスがある。ベストサ
ービスを形成するのは、質、適正な量の供給、
マネジメントが必要である。これで初めて仕
事は成功するし、安定したマネーも得られる。
そして、あらゆる商売に成功する方法は、お
客さまに愛されてリピーターを確保しなけれ
ばいけない。さらに、お客さま、職員、取引
先も含めて良好な関係を結ばなければいけな
い。このようにシェルドンは事業における人
間関係学をきちんと整理して、それをロータ
リーにしっかり持ち込んでくれたと、田中さ
んはまとめています。
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◇出席率報告

記念日の当日に思い出しました。
● 岡本裕史
結婚記念日、今年はたまたま当
総数 出席 欠席
HC出席率 出席率
－2
日に思い出しました。相手は忘れていました。
１月15日
54 40
7
5 74.07％ 86.54％
● 後藤典行
本日は息子の誕生祝いの品あり
１月１日
休会 国民の祝日
がとうございました。もうすぐ１歳ですが、
最近は少し喋れるようになり、週１回会える
のがいつも楽しみです。もう少し大きくなっ
● 前川美智子
１月12日水曜会のバザーは雨
て、いつか皆さんに紹介できる日を楽しみに
の心配をしましたが、
「晴れ女」の水曜会会
しています。
● 石川
健 ロータリー情報委員会よりお知
長の福岡満喜子さんと中平真理子さんがいら
らせ。ロータリーの友１月号８ページから10
っしゃるから、きっと雨は上がると願ってま
した。洋服をテントの外に出すことができて、 ページに尼崎西ＲＣ・田中毅氏の「私の職業
奉仕考」が載っています。ぜひ、読んでくだ
本当に良かったです。初めてテントの中の寝
さい。今日は浦田さん、卓話ありがとうござ
具類を担当しましたが、10時オープンのすさ
いました。なお、田中毅氏は源流の会、主宰
まじさに驚きました。押されて押されて…。
です。
西内さん（男性）の手助けのおかげでワゴン
● 浦田健治
を押さえられました。親睦委員会をはじめ、
本日は、私の拙い卓話をお聞き
会員の皆さまには、朝早くからの準備などお
いただきありがとうございました。ぜひ、ロ
手伝いいただき、大変助かりました。本当に
ータリーの友１月号７～10ページを改めてご
ありがとうございました。
覧ください。
● 岡本淳一
● 水上
毎年この時季は家族でスキーに
元 浦田さん、職業奉仕に関する卓
行くんですが、大山スキー場で積雪15センチ、 話をありがとうございました。来週の職場例
平年の10分の１の積雪です。全面スキー不可
会もよろしくお願いします。
能。今年のスキーは諦めました。竹村副会長、 ● 福岡満喜子 １月12日の水曜会のバザーの
会長代理ありがとうございました。
お手伝いありがとうございました。お陰様で、
● 竹村克彦
初めての点鐘、初めての会長挨
そこそこの売上があり、ホッとしています。
● 西森やよい
拶代行、緊張です。
水曜会のバザー欠席のお詫び。
● 猿田隆夫
誕生日、すっかり忘れていまし
仕事により11回目の成人式に行ってまいりま
た。
した。毎年、バザーに参加できず申し訳あり
● 大川内孝典
誕生日のお祝いありがとうご
ません。
● サロンイースト
ざいます。
いつもご利用ありがとう
● 髙橋卓弥
ございます。
家族記念日、記念品ありがとう
ございました。結婚14年目、夫婦揃って結婚
メイク
アップ
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高知東ＲＣ麻雀大会
2020年１月15日㈬

於：南・南

水曜会チャリティバザー
2020年１月12日㈰

於：新京橋プラザ前
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■高知東ＲＣ当面の日程
１月29日㈬ ロータリー休日
２月５日㈬ 観梅夜間例会（得月樓）
定例理事会
２月15日㈯ 高知第Ⅰ分区・第Ⅱ分区Ｉ.Ｍ.
（高知ＲＣ
・三翠園）
２月19日㈬ ロータリー休日
２月23日㈰ PETS・DTTS
（サンポート高松）
３月４日㈬ 定例理事会
情報集会
３月10日㈫～12日㈭ 18:30（得月樓）
３月11日㈬ 13:30（ザ クラウンパレス）
３月15日㈰ 地区研修・協議会
（サンポート高松）
３月25日㈬ 役員会
４月１日㈬ 定例理事会
４月８日㈬ 第５回クラブ協議会（次年度）
４月15日㈬ ８ＲＣ合同夜間例会
（ザ クラウンパレス）
４月22日㈬ 役員会
４月29日㈬ 休会（国民の休日）

■例会変更のお知らせ
高知南ＲＣ
１月30日㈭
高知北ＲＣ
２月３日㈪
高知ロイヤルＲＣ
２月４日㈫
高知中央ＲＣ ２月６日㈭
高知中央ＲＣ ２月13日㈭
高知北ＲＣ
２月17日㈪
高知南ＲＣ
２月20日㈭
高知ＲＣ
２月25日㈫
高知西ＲＣ
２月28日㈮

職場例会
職場例会
観梅夜間例会
創立記念夜間例会
ロータリー休日
ＩＭに振替
夜間例会
夜間例会
夜間例会

● ニコニコ箱 ●
ニコニコ

チビニコ

合

計

先週まで

924,712円

7,580円

932,292円

１月15日

32,100円

0円

32,100円

今期の累計

956,812円

7,580円

964,392円

●会長／前川美智子 ●幹事／岡本淳一 ●雑誌会報委員／島村信一・浦田健治・早瀬源慶
●例会日／毎週水曜日12：30PM～1：30PM ●例会場／ザ クラウンパレス新阪急高知 （088）
873－1111
●事務所／高知新聞放送会館６階 〒780－8572 高知市本町3－2－15
直通（088）
824－8660
ホームページアドレス
（PC・携帯共通）
http://www.kochi-east-rc.com
メールアドレス 事務局／hcrc@coﬀee.ocn.ne.jp 広報ＩＴ委員会／info@kochi-east-rc.com
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