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卓話：『私の職業理念』
【 会長挨拶：職業としての政治 】

２８日

第２１３１回

清原 秀明 君

No.１６

・

≪例会プログラム≫

森岡 弘通 会長

このところの数ヶ月は、政治について色々と考えさせられる
機会がとりわけ多かったと思いますが、ＲＩでは「政治的
主題に関し、いかなる行動あるいは見解の表明も行わない」
とされています。ロータリーの皆さんは、それぞれが
きちんとした政治的見識を持っているだけに、政治を議論の
対象にすればクラブの内部に対立や混乱を招きやすいと判断
したからでしょう。
では、ロータリーらしく職業としての政治あるいは職業政治家の資格・条件と
いった社会学的な事柄です。参考文献はドイツの有名な社会学者、マックス・
ウェーバーの「職業としての政治」です。
ウェーバーは、時代が進むにつれて「政治の為に生きる政治家」から「政治に
よって生きる政治家」へと政治家のタイプが変化してきたと考えます。
この２つのタイプの政治家を区別するのは、政治の仕事に携わることで、定期
的に安定した収入が得られるか否かですから、現在はほとんどが職業政治家と
いう事になります。
では政治家は私達と同じ職業人だと考えても良いのでしょうか？
そのような事は無く、政治家には高い倫理性と公共性が求められ、奉仕の精神
も持ち合わせた人でなければならないという事は、当然の事なのです。

【 幹事報告 】

野村 圭伊 君

疋田 久武 幹事

・仲谷政毅氏（大和證券支店長）の入会申し込みが、
理事会で承認されました。皆様に通達が行きますので、
反対の方は、理由も添えて申し出てください。
・2750 地区より「サルガド写真展」のお知らせが来ております。
2009/10/24〜12/13 東京写真美術館（恵比寿）で開催中。

【司会】
山口 徹雄
会場設営委員
【点鐘】
森岡 弘通 会長
【ロータリーソング】
『それでこそロータリー』
【ヴィジター・ゲスト紹介】
多摩山遊会事務局長
工藤 由香子 様
東京日野ＲＡＣ
中山 貴弘 君

会長

【ニコニコ報告】
谷井 正剛 親睦委員
【出席報告】
松田 忠泰 出席奨励委員
【指名委員会】
野村 圭伊 指名委員長
【社会奉仕委員会】
西田 欽一 社会奉仕副委員長
【クラブ会報委員会】
後藤 一郎 クラブ会報委員長
【新世代奉仕委員会】
成田 恭隆 新世代奉仕委員長
中山 貴弘 君（日野ＲＡＣ）

・東京杉並ＲＣより、バルカン室内管弦楽団の講演案内が来ております。
2009/11/6(金) 第一生命ホールにて開催。

【 指名委員会 】野村 圭伊 委員長

【 社会奉仕委員会 】西田 欽一 副委員長

指名委員が決まりましたので、ご報告致します。

11/1 に例年通り、青い鳥バザーが開催されます。

委員長：野村

社会奉仕委員以外でも、ご協力頂ける

委

員：飯作･板谷･小倉･清原･熊井

方は、9：30 に集合してください。

後藤･谷井･藤林･松田

場所は、スーパーアルプス南平店の

会長エレクト：井村

斜め向かい、サンサンショップの
駐車場になっております。

【 クラブ会報 】後藤 一郎 委員長

【 新世代委員会 】成田 恭隆 委員長

年度始めに続きまして、再度要請致します。

ローターアクトの中山君からお願いがあります。

会員による卓話も含めた、

日野ＲＡＣと中央大学ＲＡＣ共同の

例会での発表事項は、内容をメモして、

『社長のかばん持ち』企画への、

会報委員に提出してください。

ご協力をお願いします。

そうすることが、会員に対して

学生が皆さんのかばん持ち体験をし、

正確に内容を伝える事につながります。

御社のＰＲ広告をインターネットに掲載します！！

卓話：
【 私の職業理念 】
（詳細はＤＶＤをご覧下さい）
＜ 清原 秀明 君 ＞
私のお爺さんが、親戚の間を居候していた時に、学校から帰ってきた私に、
１０枚程度のＡ１サイズの図面を広げて、その図面に書かれている思想及び構想を
熱く語り、図面から製作をし、機械を完成させたときの感動を、ワクワク語って
くれました。
お爺さんの目の輝きが印象的で、私もお爺さんのような機械の設計者になりたいと
思い、工業高校から大学に進学しようと進路を決めました！
しかし、進学希望であることを親に伝えると、２人も大学に行かせられないと、断られます。
その事を先生に相談すると、大学の夜間部に行くように勧められ、東京精密に就職し、昼は仕事、夜は大学
という形で、勉強をする事になりましたが、無事に卒業しました。
しかし、会社では上司との確執があり、東京精密を辞めた人達が作った会社に転職します。
その会社でも一生懸命に仕事をしたのですが、経営状態があまり良くなく、給料の遅配等があり、ある朝、
妻から「今日食べるお米も買えないんですよ」と言われ、その会社も退職することになります。
この２つの出来事がキッカケで、自分の力でやってみよう。と一念発起し、ラッセル工業を設立します。
自分達が作った物を、世に出していこうという思いで、
『開拓』という意味があるラッセルと命名しました！

＜ 野村 圭伊 君 ＞
当社は８月決算でして、お陰様で前期は売上２５億。経常利益５％を出すことが
出来ました。これは本当にありがたいことですが、だからと言って油断なりません。
以前「オリエックス」という薬の共同仕入れをする組織があって、私もそこに所属
していました。
会合に行くと、勢いが良い社長も結構多くて、ベンツに乗っていたり、
羽振りが良い人が結構いました。
私などは、バイゴーという大きなチェーンの社長と話したりしましたが、
「こんなに頭の良い薬屋が世の中には
いるんだなぁ・・・」と思ったものです。
しかし、大手ドラッグストアが増え、競争が激化したこともあり、２００３年にオリエックスが倒産しました。
それから１年後位に、新生オリエックスとして再スタートを切るのですが、その時には、加盟店の８割が、
時代の変化に付いて行けず廃業していました。
ですから、今年の決算は良かったですが、私のお店も、いつか世の中の荒波に飲まれて淘汰されてしまう。
という危機感を持って、経営をするようにしています。
そんな事もあり、常に先々の事を考えるということで、先日、介護の研修を受講してきました。

【 ニコニコ報告 】 谷井 正剛 親睦委員
本日のニコニコ： 31,000 円／累計 385,000 円
ビジターフィー：
森岡弘通

君

0 円／累計

8,000 円

本当に秋らしい、さわやかな例会日を迎えました。
１１月１日のバザーも、今日のような秋晴れとなることを祈って。

疋田久武

君

親睦委員長さん先週は、楽しい旅行会をありがとうございました。

奥野誠也

君

永遠の愛をまだ見つけられずにいます。昨日、女房に「生まれ変わったら、又、
一緒になってくれる？」と聞いたら、平手打ちを食らいました。

.

後藤一郎

君

野村君、清原君の卓話楽しみに。

野村圭伊

君

高幡駅前の店舗を得ることができました。松田さん･疋田さん、ありがとうございました。

清原秀明

君

支離滅裂になりそうです。子守唄にもなりそうも無いです。宜しくお願い致します。

成田恭隆

君

野村さん、清原さんの卓話を参考に勉強させていただきます。

谷井正剛

君

野村会員、清原会員の卓話、楽しく聞かせて頂きます。

和田達也

君

新入会員歓迎親睦旅行では、大変お世話になりました。
次は忘年家族会ですが、こちらもよろしくお願いします。

山下雅弘

君

石和ではお世話になりました。部屋では和田さんに「山下は生意気だよなぁ・・」と
20 回くらい言われました。

ゴルフ会

光栄です！

10/21 境川Ｃ･Ｃにて、10 月の月例が実施され、入賞者よりニコニコを頂いております。
優勝：山口。準優勝：清原。三位：松田。ＢＢは名誉の為、発表を控えさせて頂きます。

【 出席報告 】松田 忠泰 出席奨励委員
出席総数
会員総数
(出席免除数) (免除者出席数)

＜事前のメーキャップ＞
井村廣巳 君（クラブ協議会）

欠席

出席率

本日報告

41
(9)

26
(2)

事前(2)

6

82.35 %

前回訂正

41
(9)

19
(2)

(6)+0

9

73.53 %

前々回訂正

42
(9)

24
(2)

(1)+0+1

8

76.47 %

渡邊章郎 君（クラブ協議会）
山下雅弘 君（地区ｲﾝﾀｰｱｸﾄ
会長幹事会）

ＭＵ

【 今後の予定 】
■11 月 4 日■

卓話『Ｒ財団・よくある質問に回答』 福井 衛 地区財団委員長

■11 月 11 日■

ガバナー公式訪問

■11 月 18 日■

卓話『漱石の食卓を通して明治時代の食生活を検証する』

■11 月 25 日■

卓話『防犯・年末年始』

卓話：ガバナー 久邇 邦昭 様
作家：河内 一郎 様

日野警察署 防犯係長：笠松 哲郎 様

≪例会変更のお知らせ≫

≪ローターアクトクラブ例会予定・活動予定≫

・飛火野 RC 11/10 公式訪問振替、17 日親睦旅行、24 日夜例会
・八王子 RC 11/12 職場見学会、11/19⇒16 日の公式訪問に振替
・八王子西 RC 11/13 親睦日帰り宝塚観劇会
・八王子南 RC 11/11 世界平和ﾌｪﾛｰ合同例会、11/18 夜間炉辺
・八王子北 RC 11/16⇒ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問、11/30 夜間例会

例会場：日野ＲＣ事務局 ／
・11/14(土)
・11/28(土)

時間：19:00〜20:30

第 911 回例会
第 912 回例会（BH ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ）

※ ローターアクトの例会はメーキャップになります！

東京日野ロータリークラブ会報
事務局：〒191‑0042 東京都日野市程久保 3‑37‑3
℡：042‑594‑3711 fax：042‑593‑0510
例 会：毎週水曜日（12:30 より） 例会場：高幡不動尊客殿
ＵＲＬ：http://www.hino‑rotary.org
ブログ：http://blogs.yahoo.co.jp/hino̲rotary2009

会
長：森岡
幹
事：疋田
会報委員長：後藤
会 報 委 員：川俣
左門

弘通
久武
一郎
貞 ・ 阪口 茂
左兵衛 ・ 山下 雅弘

お問い合せ：info@hino‑rotary.org

